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エスベラント

LA REVUO ORIENTA
• Majo 1938 •
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Foto de Direkcio de Turismaj Entre- 
prenoj Fervoja Ministerio.

EL LA SEZONOJ DE JAPANUJO 
KOINOBOKI, karpfiguroj el tuko aŭ 

papero, kiuj simbolas viglecon kaj 

kuraĝan ambicion, estas elmontritaj 

la 5-an de majo ĉe ĉiu domo, kie oni 

havas la KNABAN FESTON por la 

honoro de siaj junaj filoj. Kaj in

terne de la domo oni elmontras sur 

bretoj figuroj n de antikvaj herooj.



MIA IMPRESO PRI JAPANUJO
de

Prof. D-ro Istvan Mezey
Vicprezidanto de Hungara-Japana Societo, Budapest

1

Tre malofte okazas en la homa vivo, ke la revo 
fariĝas realo.

En 1920 ni la germanaj, aŭstraj, kaj hungaraj milit・ 
kaptitoj en Siberio estis 1 iberia itaj el la ruĝa infero per 
la helpo de la japana armeo kaj sur la hejmvojo ni havis 
okazon rigardi Japanujon per niaj propraj okuloj. Forte 
impresitaj de la belaj pejzaĝoj de la lando ni admiris ĝin 
ĉiuj en unu sama penso: u Kiel ĝoje estus, se ni foje 
revidos la pitoreskan figuron de Monto Huzi!'' Kaj jen 
mia revo realiĝis-

Mi nun gajnis feliĉon ree viziti la fantazie belan landon, 
sub la patronado de lia moŝto Hungara Ministro de Edu
kado, kun la misio akceli la kulturan rilaton inter Japanujo 
kaj mia lando.

2

Dekok jaroj estas sufiĉe longa tempdauro en la homa 
vivo. Kaj post la granda tertremo de 1923 gravaj ŝanĝoj 
okazis en ĉiuj medioj ĉi tie. Sed, laŭ mia unua impreso, 
estas nur unu afero, kiu tute ne estas tuMta. Tio estas 
la spir让〇 de la japanoj, kiun oni nomas ĉi tie u Jamato- 
damaŝii "・

Jam en Siberio dezertigita de la severa naturo kaj la 
furiozaj bolŝevikoj, ni la militkaptitoj povis ekkoni relative 
bone la veran spiriton de la japanoj・ しa japanaj militistoj

稀に〇起〇莎〇 

現實。

捕虜〇

釋放され"地獄。

歸途。

印象づけられた。 

景色。嘆賞する。

再見す。繪のやう 

な。姿。

實現す。

幻のやうに。

後援。文部大臣。

使命。促進する。

期間。

地簾。

環境。

手に觸れた。

荒廢した。

狂暴な。ボルセゲ 

イキ。
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Tokiokie estas sentata bli da lumo ol en Eŭropo.

凍えた。

飢え〇恐怖〇惡投〇 

支給して。

ne nur savis nin kaptitojn, kiuj estis duone frostigitaj en 
la mizero de malsatego kaj la teruro de epidemioj, pro
vizante nin per varmaj vesto kaj manĝo, sed ili traktis

僚友。 nin kiel kamaradojn, ne kiel malamikojn; ili akceptis 
nin kiel homojn. Tiam ni por la unua fojo komprenis,

人道的。精神。 kio estas la Jamatodamasiila humana animo de la 
japanoj ・

認める。

事變。

敵意。 •

La saman animon mi nun rekonas en ĝia propra lando. 
En Ia tuta daŭro de la nuna konflikto oni neniam trovas 
en la koro de la japanoj ian signon de malamikeco 
kontraŭ la ĉina popolo, dum en Cinujo tiel furiozas la

抗日の。

掃蕩す。

開發す。文化的に。

經濟的に。

kontraŭjapana movado. Plie, kiam la japana armeo for
balais la ĉinan armeon, tiam ĝi tuj komencis klopodon 
disvolvigi Nord・Cmujon kulture kaj ekonomie. La animo

客觀的の。態度。 

喚起する。

正確な。

montriĝas ankaŭ ĉe la japanaj ĵurnaloj en la formo de 
kvieta kaj objektiva sintenado. Ili neniam celas elvoki 
malamikecon en la koroj de la legantoj. Gusta, preciza, 
kaj neatakema. Tiu bela animo de la japanoj aperigas

日常の。

瑣事。

ホテルのボーイ0 

チップ。

sin ĉi tie en la gravaj aferoj • kaj same en la ĉiutagaj 
bagatelajoj. Ekzemple, mi renkontis tiun mirindan animon 
ĉe mia hotelkelner〇. Kiam mi volis doni al li trink
monon, la knabo petis min, ke mi prefere havigu al li

(187) 3



Ginz ち strato de grandaj magazenoj kaj kafejoj^ viglas.

mian aŭtografon por memoro- Mi vidis alian ekzemplon 
ĉe altranga homo. Estis ĉirkaŭ la 5-a horo posttagmeze, 
kiam mi estis akceptita en la aŭdienco de lia moŝto 
Ministro de Eksteraj Aferoj, s-ro Hirota. Kredeble li 
apenaŭ trovis tempon por mi, post serioj da konferencoj, 
akceptadoj, kaj intertraktadoj, sed malgraŭ tio li venis 
al mi en plene energia kaj serena mieno, kun nenia signo 
de laciĝo- Kaj kvankam en tiom da zorgoj de la decida 
momento, li faris al mi demandojn post demandoj pri la 
kulturaj rilatoj inter Japanujo kaj mia lando kun tiom 

サイン。記念。例。

高位の。

謁見を許された。 

外務大臣。 

澤山の。會讓。

レ七プション。折 

衝。

精力的な。明朗な〇 

配慮。非常時局。

da intereso kaj fervoro, kvazaŭ tio estus gravaj po itikaj 
problemoj de la mondo.

Mi vidas, ke en Japanujo ni devas modifi eŭropajn 
teoriojn ĉe la diversaj fakaj kampoj・ Precipe mi trovas, 
ke la fama teorio de la malnova aŭstra generalo Monte- 
cucculi ne estas aplikebla en la hodiaŭa Japanuj〇・ La 
strategiisto diris, ke estas necesaj tri aferoj por mil让〇; 

mono. mono, mono. Sed la japanoj nun instruas klare 
al la mondo la jenon : Estas necesaj tri aferoj por mil让〇; 

spirito, spirito, spirito.

修正する。

理論。專門分野〇 

モンテコックリ〇 

適用できる。

戰術家。
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La popolo ne preterlasas tancon auskulti bonan muzikon.

根本的の。 

腐。

意議する。

深く。

场衞する。庇護す。 

財烫。

地區。深淵。

恐威。侵略した。

4
La esenca afero por nacio estas koni sian mision. Dum 

mi amike rilatas kun la japanoj el la plej diversaj tavoloj 
de la socio, mi eksciis, ke ili bone konscias, kion ili devas 
fari kiel naci〇. Ciuj japanoj profunde konas la historian 
mision de sia nacio. Ili havas konscion, ke ili nun devas 
defendi kaj protekti la plej karan trezoron de la homa 
kulturo. La paco cle V Oriento kaj la kulturo de jar. 
miloj de tiu ĉi mondparto nun staras ĉe abismo pro la 
minaco de la invadinta forto. Ce la defendo de la mal
nova kulturo la nuna stato ne donas—bedaŭrinde—alian

基本的の。マヂヤ 

ールの〇

性格。

內蒙古。

蘇生。原始の。

ッラン民族。

vojon, ol atingi la celon per armiloj. Mi povas kompreni 
tiun fakton multe pli bone ol la aliaj europanoj, ĉar la 
elementa kulturo de nia madjara popolo havas tre multe 
da karakteroj komunaj kun tiu de la Ekstrema Oriento-

Mi tial jam nun tre gojas, ke mi povos baldaŭ vojaĝi 
tra Manĉurio, Nord-Ĉinujo kaj Interna Mongolujo, kaj 
povos rigardi la staton de la revivigo de la primitiva 
kulturo de nia Turan-raso.

Ni devas kompreni, ke la orienta kulturo ne formas

5
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kontraston al la okcidenta kulturo. Tial batalante por 
la revivigo de la antikva kulturo de la Orientazio, Japan
ujo batalas samtempe por la protekto de la civilizo de 
la tuta homaro, ĉar la kulturo estas komuna trezoro de 
la homa raso. La tuta homaro devas kunlabori por kun- 
fandi la elementojn de ambaŭ kulturoj orienta kaj okci
denta en unu novan, pli feliĉan, pli unuecan, pli bonan 
homan civilizon・ Sed tiam antaŭ ĉio oni devas savi el 
pereo la plej karajn elementojn kiuj ekzistas en ambaŭ 
civilizoj, la florojn kaj fruktojn de la kultur〇・ Rigardante 
antaŭ mi la kuranta n konflikton en Azio, mi estas kon
vinkita, ke la japa noj batalas savi la unikan orienta n 
kulturon por kontribui al la konstruo de la granda palaco 
de la homara civilizo. ゝ ー

6
En la komenco mi menciis, ke la malnovaj eŭropaj 

teorioj ne aplikigas en Japanuj〇. Tiu ĉi nacio ne nur 
neas la c让让an strategian teorion, sed ankaŭ la malnovan 
latinan proverbon: Inter arma silent Musae. (Dum mi
lito ĉesas artoj.)M En Eŭropo mi audis pri mil让〇 pli 
multe ol ĉi tie. En Tokio oni sentas pli da lumo ol en 
la eŭropaj urbegoj. Kaj ĉi tie la vivo kultura, muzika, 
scienca ricevis nenian sangon・ しiu homo diligente okupas 
sin per sia ĉiutaga labor〇. Dum mia vojaĝo mi traveturis 
la plej grandan parton de la orienta duonsufero kaj mi 
povas aserti, ke.Tokio donas la plej serenan kaj pacan 
impreson el ĉiuj urbegoj de la mondo.

7

Mi plej ĝojas, ke mi ne rezignis la vojaĝon spite la 
Cinan aferon• Versajne neniam venos ia ŝanco pli favora 
ol la nuna por observi la veran figuron de Japanujo. 
Hodiaŭ la vera spirito de la japanoj estas montritaj ĉie 
en ilia ĉiutaga vivo. Ĝi staras nun antaŭ miaj okuloj, 
tage en la diligenta laboro en oficejoj, uzinoj, lernejoj, kaj 
diversfakaj sciencaj laboratorioj, kaj vespere en la agrabla

對照,

文明。

熔け合はす。要素。 

統一的の。

破滅。’ ゝ

現行の。

確信する。獨特の。 

寄與する。建設。

昔■及した。

否定する。

諺。

從事する。

東半球。

斷念するC

機命。好都合の。

觀察する。

工場。

硏究所。
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出

Ankaŭ la amuzaj centroj vokas amason.

ネオンサイン〇卓 

越した。

音樂會。歌舞伎劇。

vivo sub la neonlumo de 67力za-strato； aŭ en la majstraj 
koncertoj, artistaj ludoj de Ka万％加-teatraĵoj. Kvankam la 
historio de tiu & lando estas tre longa, tamen kiam mi

浸って。 rigardas la freŝan vivon de la japana popolo trempite en
雰圍氮。若返った。

罵り。口瀆。

感動させる。 

作法。守られる。 

優美な。傳統的の。 

還轉手。

態度。

現象。不可解。

貴族。

留守。

風俗。

tiu atmosfero, mi sentas min rejunigita. Jam pasis mo
natoj de kiam mi venis al tiu ĉi lando, sed mi ankoraŭ 
ne aŭdas eĉ unu vorton de insulto au blasfemo. Por ni
fremduloj estas tre kortuŝe, ke ni ĉiam kaj ĉie vidas, ke 
ilia etiketo estas severe gardata en ĝia eleganta t radie a 
formo. Kiam la ŝoforo de aŭtomobilo veturigas gaston,
lia sintenado ŝajnas tiel fidema, kiel se estus ekster lia 
zorgo, ĉu la gasto pagos la koston ati ne・ Sed kiam la 
aŭtomobilo atingas la celon kaj la gasto pagas la koston, 
ni plej ofte aŭdas, ke li dankas al la ŝoforo: Arigato ! 
(Dankon)?' Tiu ĉi fenomeno estas tute nekomprenebla
por la eŭropanoj.

Kiam mi iun tagon vizitis oficejon, iu japana nobelo 
akompanis min. Ĉe la reveno al la hotelo, li salute 
klinis sian kapon al la kelnero, kiu portis al ni nomkar
tojn de vizitantoj dum la foresto, dirante, ' Gokurdsama 
desita・(Mi tre dankas vin por via afabla servemo).,, Kie 
en Eŭropo oni povus trovi tian ĝentilan moron.

(191)7



Tagmezan horeton en parko apud la afera centro. (Fofoj de E. Macuda)

Per tiuj spertoj en Japanujo, mi por la unua fojo en 
mia vivo travivis la veran praktikan, demokration, kiu 
estas tute alispeca ol la teoria demokratio en europaj kaj 
amerikaj landoj ・・ゝ •

• XXX

Estas malfacile diri ion novan por resumi miajn impre
sojn pri la nuna Japanujo, ĉar la japana spir让〇 estas 
neniam tuŝita, ne nur dum la lastaj dekok jaroj, sed 
kredeble de jarcentoj. Tial mi volas esprimi mian im
preson pri la spirito ĉe la hodiauaj japanoj, per Ia fama 
poemo verkita de poeto de ĉi tiu lando antaŭ kelkaj 
jarcentoj ・ : /

經驗。

舒驗するgデモク 
ラシィ。

要約する〇

世紀。

Si kisi ma no jamato-gokoro 〇 hito taŭaba 
asaki ni niou jamazakurabana・

(Ĉe la demando
• pri F japana spirito, 
jen Ia respondo :

Cerizfloroj brilplenaj 
je la suno matena.)
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ヽ
エスペラント講習會

初等科

期問: 
81師: 
資格: 
•费:

中等科

期間: 
議師: 
會赛:

高等科

ABCの讀みカ•からはじめ,文法一•般におよび,簡易な讀み物の譯議日  

常會話の指辱にいたる。

4月18日から6月16ミまで 時日:月，木午後7時から9時まで 

松本健一氏 敎材:エスペラント短期講習書〔20錢）

男女を問はず，ロオマ字を解するもの

全期3B0 （學會會員は2BU50錢）前納

初等程度の文法一般に通じたものに，やx程度ら高い讀み物を屮心と 

して，中等の文法知識,作文,會話の技術を與へる。

4月19日から6月17 Rまで時日:火,金午後7時から9時まで 

宮城音彌氏 教材:文藝讚本「スラブ篇」（3〇錢）

全期3團（學會會員は2閲50錢）前納

中等科・修了の人のために,程度の窩いエス文和譯,和文エス譯,會話

等の技術を指導する〇 ヽ

4月16日から6月18日まで 時日:土曜Ĥ午後7時から9時まで 

倉聲:全期1囿50錢前納 ’

期間:
指S5君:江上不二夫氏

ナナ利讦禾:L 中等科を修了程度以上の學力を持ち硏究をつづけつつあるものに,飜

仅譯（和文エス譯），作文の高級技術を得るやう指導する。

時B :日曜（每月第1日曜を除く）

午前10時から12時まで

愈費:全期2風前納

期間:4月17日から6月19日まで 

指導者: 

參考書:

三宅史平氏

Plena Vortaro C6 凰）

硏究科
中等科修了以上の程度の人々にザメンホフ著書の譯讀を中心とし* ：）等 

文法の知譏を與へる。 1
期間: 制限なし（隨時出席） 時日:水璀午後時6時から8時まで

隣師: 佐々城佑氏 教材:Rabistoj Cl圓25錢）

・費: 不 要

會場各科とも本會事務所階上

申込 各科とも（研究科を除くう開講當日受付（なるべく前日までにはがきで中込み 

おかれたし・）。

財團祛人日本エスベラント學會
本鄕元町1丁目13 •市電元町下車文化アパート橫入
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趣・ Cクロース旳寸怨•須四錢・上殴革裝)ハ十錢•送料六・

エス和辭典屮最良なるものとして定評ある本書はすで 

に五十版に達し我が國エスペラント運動史上に燦然た 

る金字塔匕築aあげた。型はポケットに忍ばすす 

る小型であるカニ語彙は最新のものに到るまで收載! 

て最も豊富でああ 譯語は最も正確である。

語彙最新內容最大 

譯語正確典據明白

印刷鮮明 製本堅牢
携帶至便 價格至廉
見出語約七萬;各種専門語,最新語網羅 

携帶に至便なコンサイス型(7.5 x15 cm) 
二段組;一段67行 總紙數824頁 

優美で，堅牢な革表紙，洒洒な金文字入 

薄手でフ優秀なユニオンB印26听紙使用 

鮮明無比な最新技術による寫眞凸版印刷 

普通語壁674頁,人名,地名,星座名70頁 

和文エス譯その他H常必要な附錄50頁

定價二圓五十錢・送料六錢
內容見本入詳細な說明書上、中込次第送呈

財團 口 ー4法人口本エスペラント學會
東乐本鄕區元町一丁目 電話小石川5415番

振替琨京11325番



エスペラント

五月號

後援會の飛躍的發展

エスペラント運勁後援會が，4月をも 

って,それの第3年へ入った。創立のと 

きの豫定によれば，これが，それの存在 

の最後の年度である。

いままでの2年間になしとげた後援會 

の仕事は,かなり大きな*のであった力; ， 

第2年の後半期には,殆んど,活動らしい 

ものを見せなかったことは事實である。

しかし,それは，そのあひだ,後援會 

がなまけてゐたことを意味するのでなく 

て，つぎの谶展への準備をととのへてゐ 

たことを意味するのである。
このあひだに，いろいろなII：竹功;行は 

れ,下準備がすっかり熬ったので,3月 

の幹事肉で，第3年度における仕事の方 

針が,すらすらとたてられたのである。

第3年度においては,國策の線に沿っ 

た,エスペラントの實用を，後援曾の仕 

事の目標とすることが定められた。

このことは，後援會の目的を變更した 

のでなく，それを發展させたものである。 

したがって,後援會が,學會の財政,お 

よび,•事務の力でおよばぬところを，學 

會の名に托いて，行ってゆくものである 

ことには，いままでどほり，變りがない。

しかし，この新しい方針を實踐に移す 

には,どうしても,おほきな力と,おほ 

くの金とを必要とする。このこと力1,後 

援會の出足を,にぶらせてゐたのである 

が,つひに，幾分の目安がついたので，新 

しい年度を機會として,立ったのである。

全國のエスペランチストよ,後援會の

仕事に對して.それぞれ,できるかぎり 

.の援助を與へられよ。

' ・ ・

小坂氏中央を去る

小坂狷二氏が名古屋へ移られた。名古 

屋へは2度めであるが,こんどは,鐵道 

省をやめて，民間會社へ入られたので為 

るかし，まへのときとは事情を異にして 

ゐる。それだけに，このこと力:,東京の 丨 
なかまへあたへた衝擊は大きかった。 I

これに對して，小坂氏は，束京の小坂 

氏でなく,日本の小坂氏世界の小坂氏 

である，したかって,どこにゐられても 

おなじで,東京を去られることを悲しむ 

にあたらないといふ言葉が,送别會の席 、 

上で繰返へされたC

だが，ノト坂氏か:日本のエスペラント蓮 

動になくてはならない存在であるゆゑに 
こそ，小坂氏が東京を去られることが,' 

われわれにとって,ことさら大きないた 1■ 

ごとなのである。東京が中央である意味 

は,それが一つの地域でなく,全體の中 

心であるところにあることは,いふまで 

もないことである。東毎のなかまが小坂 
氏を東京から失ふことを悲しむのは，日 

本のエスペラント連動全體のskaloにお I 

いて，それの中心部として,苦しみを訴 

へろ・とにほかならないのであるC
しかし,これは，どうすることもでき ;

ない問題である。いまは，われわれとし 
ては,小坂氏の去られたのちの始末を考 |

へるほかないのである。そのことについ 

ては,いづれ,適當な機關にかけて,き 

められるべきであるか:，とりあへず，*?  

ぎの2つの希罄をのべておきたい。

1・東京のなかまへ。われわれは，い 

ままで,小坂氏を,つまらないことにま 
で,あまりにおほく使ひすぎた。この機』 

會に，1人の人を,あるひは,幾人かり, 

定まった人をあてにしすぎるといふ態度
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を》らためなければならない——このむ 
と;このまざるによらないことではある 

が。そのためには，新しい人たちの努力 

がのぞましいが，同時に，古い，いろい 

ろな卷味で力のある人人が,再び番ひた 

たれることを，特にお願ひしたい。

2.名古屋のなかまへ〇名占屋が小坂 

氏を獨占するといふことのないや5にし 

ていただきたい。こののち，小坂氏には， 

篆によって，できるだけおほくの，全日 

木的の，あるひは，世界的の仕事をして. 

いただくつもりであるから，地方的なこ 

とに,小坂氏をむだづかひしすぎて,そ 

の仕事を障げるといふやうなことのない 

やう,お願ひする。

語改善とエスペラント

「科學ペン」が,『裡々の國踽改善論に 

ついての御意見を!(ローマ字論，カナ 

モヂ論。エスペラント論等)』といふ問ひ 

を出し,4月號で,それに對する答へを 

發表した。

この問ひを批評して，『論旨はよいヵ:方 

法が拙劣である』と言ってゐるのがある。 

そして,おほくの答へが,その答へぶりに 

よって，この言聲を裏書きしてゐる。し 

かし,この問ひの方法は,まづくはない。 

ことに,C )で圍まれた中の句韵點の用 

ゐ方に注意する必要がある。ただ,匱ひ 

を受けた人たちの顏ぶれから見て,もす 

こL深切な間ひ方をする必要があったと 

おもはれる。その用意が缺けてゐたため, 

「賢い問ひ」でありながら，結果から見て, 

「愚かな問ひ•愚カゝな答へ」になった。

それらの答へのうち，エスペラント論 

にふチLたものに,それが好意的であると, 

反對であるとにかかはらず,特に「愚か 

な答へ」であるものがおほカ、った。それ 

は，エスペラントを以て，國詰に代へる 

ためのものとみなして,これに賛成L, 

反對し,あるびは,編密者がさ5考へて 

ゐるものとおもって，これに敎へてゐる。

その敎へてゐるものの一つに,『エスペ 

ランチストは決して日本語を改良せう等 

下らぬ事を考へては居ない4といふのが 

ある。これは,エスベラントがどこまで 

も國際語であって，決して，國語にかは 

らうとするものでないことを，ただしく 

知る人の言喋として,この答へを與へた 

人へ,ひとまづ，感謝してよい。

けれども，われわれは,「日本語改拂〔問 

ひの言葉)」を「下らぬこと」とは考へな 

い。ローマ字論，カナモジ論が，國字論 

にとどまわず,或詰論におよんでゐるや 

うに,エスベランチストは,試驗管の中 

の國際語論にとどまらず,國語問題に對 

して,大きな興味を持たないではゐられ 

ない。これは,エスペランチストが,個 

人として，さうした素質をおほく備へて 

ゐるといふ:S味からのみでなく,エスペ 

ラント運動そのものの本質がそのことを 

求めてゐるのである。

中立國際晤運動は,同時に,自國語のた 

だしい發展を守る運動である。そして， 

エスペランチストは,同時に,何びとにも 

まして,祖國の言葉をつよく愛するもの 

である。したがって,日本語の改善ーー 

より正確に云へば，ただしい發展——を 

いのることの,深いもの,エスベランチ 

ストにまさるものはおほくないと云ひき 

ることができる。

阈語改善間題について,具體的にいへ 

ば,エスペランチストは,たとへば,日 

本語における外來語の整理について,新 

語のとりいれ方について,國晤の純潔を 

守る立場から，もっとも熱心な意見を持 

ってゐる。

また，日本語の文體(stilo)のたてなほ 

しについても,エスペランチ更卜は，當 

然，これに，進んで力を添へるべき立堀 

にある。(M.-Ŝ.)
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非常時局工エスペラント
昭和13年3月16日財團法人日本エスペラント學會に於ける講演

大審院檢事•束京保護觀察所長

平 田 勳

私は檢事生活を送ること22-3年,そ 

の3分の1は,思想係の檢事として終 

始いたしまして,そのため,思想的に片 

輪になったのではないかなどといはれ, 

議會でも辛棘な質問の對象によったこと 

もあるやうな次第であります。さうした 

關係で左翼の人々とも知合ひとなりまし 

たが，エスペラントに就ては,思想事件 

取調べの對象として,はじめて、 ポエウ 

--- プロレタリヤ•エスペラント同盟の 

關係でだけ知ってをりました。その他の 

ことについては,エスペラントに就いて 

は何も知らなかったのでありますが,先 

日岩下氏や舊ポエウの方々が見えて,そ 

の際,いろいろエスベラント運動の事を 

お話致しましたが唯夫だけで,その私が' 

エスペラントについて中しあげるといふ 

ことは,おこがましい次第であります。

そこで，私から皆さんにむ炉って，自 

分の關係した事のないエスペラントに就 

き,とやかく申しますよりも,檢事とし 

ての私の體驗談をいたしまして，私の考 

へてゐるところを正直にち・傳へ巾上げ， 

皆さんの卒直な批判をお聞きしたいとお 

もひます。皆さんに叱っていただく事に 

より，私自身は更に一段と發展する事が 

出來るのでありますが此間に皆樣にも何 

かに參考になる事がありますれば倖之に 

過ぎたるものはあbませぬ。

一體檢事といふものは修養する機會が 

少いものです。人間といふものは,聖人 

でないかぎり,誰でも・何か良心に恥じ 

るところがあるもので，高位高官の身分 

ある方でも犯罪があって,取調べのため 

檢爭のまへに出ると,檢事に對し非常に 

卑下した態度を執られます。これは，恐 

らくは,御自分の良心にむかってお辭儀 

するのでありませうし,御自分の過ちに 

つき卑下されるのでありませうが,檢事 

たる自分はさうは思はない。自分がひど 

く偉くなつ仁やうな氣になります。そし 

て天下のことは何でもできるやうな氣に 

なbます。全國の共產黨員を全部自分1 

人の力で檢擧したやうな氣になりまし 

た,この自，惚、れ，この自負心が私をして 

御山の大將己一人と云ふ間違った態度を 

執らしめ檢事の聖職を汚す結果となった 

のであります。ところが,ある機會にあ 

る人加ら此私の大きな迷ひに對し心眼を 

開かして貰ふことが出來まして,それ炉 

らすっかり考へが變って來ました〇それ 

からは,殺人犯人,强盜のやうなもので
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も,自分の先生として，よろこんで敎へ 

を受けるといふ氣になり,それ以來,生 

活が明朗になってまわったやうな氣がい 

たします。

心眼を開かせられた機會，これは,た 

びたび雜誌などにも書いたことがありま 

すので,さんのうちには，お・讀みにな 

った方もあるかともめもひますが,私の 

一生にとbましては,洵に巫大な出來事 

でございますので,足非それをお話しさ 

して戴きたいとおもひます。

そのある人といふのは，當時東京帝大 

の法科の學生で,共產黨事件で檢擧され, 

その後,執彳了猶豫になりました一思想犯 

でありますが，それよりまへ，轉向の聲 

明をしたので,そのためでありませうが, 

保釋で出獄しました。保釋になったとき, 

私のところへ見えました。精神的な惱み 

からでせうが,非常に憂鬱で,陰慘な顏 

をしてをリました。そして,言ひますの 

には『先生,私はマルキシズムを淸算い 

たしました。ところが,それにかはる何 

ものをも持ちません。それで,私はさび 

しうございます。先生，どうしたらよい 

でせ・うか。9これには，私は,返答に困り 

ました。 ・

實は，これよ5）まへ•所謂佐野學,鍋山 

貞親兩君が轉向聲明書を發表しましたが 

それが或る宮殿下の上聞に達しました。 

それまでにも,その宮殿下には,數囘,共 

產黨事件その他について御說明申しあげ 

たことがございますが,このときも,こ 

の轉向について非常に御興味を打持らに 

なって,これについて說明せよとの仰せ 

で,お召しにあづかり轉向事情を上聞に 

逹しましだ。そこで私の說;明をお聞きに 

なりました殿下は，かう仰せられました。 

『轉向,大變結構だ〇しかし,轉向者はさ 

びしくないだらうか。どうするつもり 

か』コ私は佐野,鍋山ともふ共產黨の巨頭 

が轉向をしたので,すつ力、り有頂天にな 

ってわた私は,そこまで与へてゐなかっ 

たものですから,宮殿下の御下問に對し 

御答へする事が出來ず,恐懼して引下っ 

て參つたので御座います。私は,その後 

そのお言葉を,申しわけないことでござ 

いますが,忘れるともなく忘れてを!）ま 

したが,その學生から相談を受けて，は 

炉らずも,宮股下のお言葉をおもひ出し 

まして,いまさらながらに，股下の御直 

觀のお銳さに,尊敬の念を禁じ得なかっ 

た次第でありました。

かうしたことのあってから1年經ちま 

した。そのあひだに，學生は,大學の學 

生課長の計らひで,復學してをリました 

が,ある日,非常に明朗な顏をして，や 

ってまゐりました。そして,『私は,1年 

まへに申しあげた問題を,.一つの人生觀 

で解決いたしました。しかしそれが正 

しいか,どうか，私には解りませんから, 

先生に批判していただ加うとをもってま 

ゐりました』と申しました。

ところが，私は,人生觀といふものを 

考へたことがないのであります。そこで, 

私は正直にさう言ったところが，學生は 

大審院檢事が人生觀について考へたこと 

がないと聞きまして,びっくりしてしま 

ひました。と申しますのは,實は,私は司 

法官の一人息で,わがままなお坊ちゃん 

育もで,苦勞をした事がありませぬ，殊 

に當時は,高等學校へさへ入れぱ,大學 

へ入るには試驗がない,大學を卒業する 

と,無試驗で司法官になる，それ加らは, 

おやぢのおかげで，ずるずるし 大審院 
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まで來てしまひました。それに，そのこ 

ろは,學内は全くの樂園で,社會の不妥怒 

溥は全く侵入して來ませんC目をつぶつ 

た儘で學窓より一路砥の如くに司法省の 

門に人る事が出來たのです。これでは, 

まったく，ものを考へやうにも,考へやう 

がありません。し・だがって,共產主義の 

人たちが,憤慨するやうなことを册いて 

も,他人ごととして聞くといふやうなあ 

りさまで,況んや人生觀など考へ仁こと 

がありません。

學生は意外の感に打■たれ仁やうであり 

ましたが,『それでは,先生,人生觀につき 

事項を別けて質問してみたいと思ひます 

がよろしうございますか』と中しました。 

それで，私はともA く,『聞いて見よう』 

と答へました。

そこで，その學生が,私に質問を發し 

たのでありますが，その私にした質問こ 

そ,今晚の私の話の主題となるものであ 

りまして,私に對する質問は,同時に, 

皆さんに對する質問となるものでありま 

すから，皆さんにも,ぜひ考へていただ 

き・ないとおもひます〇 一人一人にお答へ 

を聞くとおもしろいのですが,時間があ 

りませんから，あたまの中で御答へを考 

へてみてくださいC

さて舉生の質問は,『あなたは何であb 

ますか』といふのでした。これに對する 

皆樣の御返事を聞きたいものであります 

が,私は，これは,うかつには答へられ 

ないとおもひましたので,なんでも一番 

まちがひのないところを云はふとおもひ 

ました。そこで，「私は人間だ』と答へま 

した。これは,決してまちがひのないと 

ころです。ところが,學生は,非常に不 

滿な樣子でありました。そして,かう巾 

しました。

『あなたは,まだ，髙等學校や,大學で 

受けた誤った敎育の惡いところを淸算し 

てゐらっしゃらない。あなたもさうであ 

りませうが,私どもは，大學や高等學校 

で，あまりに多く,肚界を敎へられた, 

あまりにも多く人類を敎へられた,あま 

りにも多く人道を敎へられた。そして, 

われわれの脚下に踏みしめてゐる日本を 

あまりに少く敎へられた,日本國民,H 
本精神なるものを，あまりにも少く敎へ 

られ仝した。かうして,私どもは,階級 

を超越し,國家を無視した共産主義へ走 

つ;なのであります。私は,あなたに「口 

木人だ」・と答へてほしかったのでありま 

す。勿論，ゆっくり考へてからならば, 

あなたも,••.きっと「FI本人だ」とわ答へ 

になったことでせう。し加し,とっさに 

お答へになったとき「人間だ」とおっし 

やったこと,これが學校敎育の誤!）がし 

みこんでゐる證據であります。とっさに 

「人間だ」とお答へになった,そこに問題 

があるのです』。 、 •

これには,私は一本痛いところをやら 

れたと感じました。たしかに,私は,日 

本よりは世界，H本人よりは人類，□本 

精神より人道を立派なものと考へてをり 

ました。これは，第3インターナショナ 

ル，お■そらくは第2インターナショナル 

や人民戰線の人々にもおなじ若へではな

いでせうか。これは臆測で甚だ失禮では

ありますが,嘗てエスペランチストの方 

方の中にも，どこカ、の心の奧の底に,力、 

うした考へを持って居られたかもあった 

のではないかと考へる次第であります。

しかし これで引込んだのでは,檢事 

はっとまらない。それに,いささか、額に 
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も障ったのでせう。私は心密かに,これ 

は,180度轉向して,右翼へ走ったので 

はなからうかとおもひました。右翼の人 

には,よく,おれは日本人だといふのが 

ある,それでは困る，偏狹な思想におち 

いったのでは困るとおもひました。

ところが,それにつづいた,も一つの 

質問で,50歲の大審院檢事が，20數歲 

の學生に，完全に,頭を下げるに至った 

のであ!?ます。

それは,『あなたは何のために生きてゐ 

るのですか』といふのです。

これについては,皆樣には.巳に解決 

がついてゐると2おもひますが,私には人 

生觀がないので,當然答へる方法がない 

のでありましたが，さつきは，「日本」と 

いふことを云はなかったのがわるかった 

とおもひました加ら,試驗官の意を迎へ 

るためには，どうしても日本といふこと 

を云ふに限ると;おもひましたから,『檢事 

の仕事を通じて，ロ本の國家へ御奉公し 

てめる』と，ことさら「日本の國家」に力 

を入れて,答へました。と.ころが,これ 

が惡かった。學生はかう云ひました。

『日本を單なる日本とおもふのは，まも 

がひです。今日の日本は;束洋の日本で 

す,世界の日本です。ところが,あなた 

のお考へは,東洋のための日本,世界の 

ための日本,人類のための日本といふと 

ころへおよんでをらないやうに思はれま 

す。それでは,非常に小さい日本人にな 

ってをります。口本人であることは,世 

果人であることであり,世界人になるこ 

とは,まづ日本人になるところにありま 

す。それ故にこそ.まづ,日本人である 

ことを意識する必要があるのです。徒ら 

に世界にあこがれることは誤りでありま 

すが,日本人であることは,同時に世界 

人であることに矛盾しないといふことを 

知らなければなりません』。

これで,私は完全に其學生のために打 

ちのめされたのであります。冒頭にも巾 

上げました樣に，天下,檢事より偉い人は 

ないと考へ仁私の自惚れは全く物の美事 

に崩壊したのであります。私は此時程自 

分が小さく又あはれに見えた事はありま 

せん。ここのところをよく考へていただ 

きたいと:おもひます。

私は,今まで,ほんたうの日本人であ 

った炉,どうか。日本人として缺くる所 

は無かったらうか,私は,本當の日本人 

になり,同時に,東洋人となり,世界人 

となるやうに修養して行力、なければなら 

ぬと痛感致しました。つらつら考へます 

るに,私には，たしかに,今まで，日本人ら 

しくないところがありました。その日本 

人らしくないところが檢事として批難を 

受けてゐたのであbました。旣に御承知 

かと思ひますが,檢事には,いろいろ綽名 

がありますが，そのうち,「バタヤ」とい 

ふのがあります。

バタヤとは紙眉拾ひのことで,つより 

人間である犯罪若を紙膺とおへて，これ 

を淸掃するところを言ったものでせう 

が,犯罪者といへども,等しく,陛下の 

臣子であります。それを,社會の屑と考 

へる,人間をそのやうに君へるところに 

攻擊の中心があるのだともひます。

っぎに,「家鴨の卵」一ーこれは,「生み 

つばなし」といふことであります。檢事 

は犯罪者を法律の規定に從'って起訴する 

其後は一向に其犯人のためを計らない， 

後は野となれ,山となれと云ふ行き方で 

ある。この非人情の物の考へ方を攻擊し 
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たものである。

最後に,結論的なものに鬼檢事といふ 

のがあbます。血も淚もないといふこと 

であります。犯罪者を紙屑と考へ,物と 

考へ,それをよりよくするとか,愛する 

とかいふことはなく,あとは野となれ, 

山となれで,どしどし裁判所へ訴へ刑務 

所に送りこんでしまふことを言ったもの 

で，かくて私は,鬼檢人の一人であった 

のであります。

しかし，これが，檢事として正しいか 

と云ふ問題よりも,先づ日本人として，は 

たして正しいか,どうか。いいか,、 わる 

いかといふのではありません,これは, 

日本人として,あるまじいことではない 

でせう加。檢事としてよりもまへに,日 

本人としてあるまじき行ひを敢てした事 

にならないでせうか。 / •

私は,とかく,物爭を分折的に分科的 

に考へやすいところがありました。殊に 

法律をやりますと,どうしても，物事を 

分科的，分折的に考へます。卽ち檢事は, 

社會の-安寧,秩序についてだけ考へてを 

ればよい，犯人改過遷善と云ふ事は職務 

外の事だと考へました,又膺懲ドけ考へ 

て仁愛といふことを考へない。本來愛と 

權力とを一磴と考へません，愛は裁判所 

と辯護人とへ讓り,檢事の誇りは,むし 

ろ憎まれるところにあるくらゐに考へて 

をbました。そして法廷で爭ひ，裁判所, 

辯護士,被吿と對立して,狂人じみた勇 

ましさでやって來ましたが,對立,鬪爭 

といふことばかり頭の中におくこと,こ 

れは,實に日本人らしくない考へ方で， 

このため,あらゆる側加ら批難を受けた 

のではありませんでせうかし

この二點,愛なき檢事生活，物事を分 

科的,分折的に考へるといふ行き芳,か 

ういふ生活の態度並に物の考へ方が,對 

立抗爭的な,血も淚もなき,非人情的な私 

の檢事生活を一貫してゐたのであります 

が，これは，檢事として正しいかどう加 

と云ふ事よりも，日本人としてあるまじ 

き行爲であるといはなければならないと 

云ふ事がその靑年によって心眠を開かさ 

れて,はじめてわかったのであります。

もうーつ,やは?）私の手がけました髙 

等學校の學生の轉向手記がございます。

それには,かういふことが書いてありま

す。 •

『高い山,例へば,富士山に登って御來 

迎を仰ぐとき,何とも云へない莊厳さに 

頭がさがる。自分は學生時代には:あれ 

は太陽が昇るのではなくて,地球が廻る 

から,あのやうに見えるので何も格別不 

思議はないのだ,あんなものに惰子を脫 

ぐ事は,馬鹿な話だといふ見方をしてゐ 

た。私が轉向したのは實に御來迎のまへ 

に，頭をさげるといふ氣持が㊃いもので 

あると言ふ事が判る樣になったからであ 

る。つまり,1 + 2=3が，絕對の直理で 

あると考へてゐ*たのであるが,それが,  

4にもなり，5にもなるところに眞理が 

あるのだ。これは,日本人のみが悟り得 

る眞理であって,御來迎の姿は分折も解 

剖も許さない。これと同樣,すべての偉 

大なるもの，卽ち，皇室の御仁愛,兩親 

の慈愛なども，分折をも解剖をも許さな 

い。そこに偉大さ尊さがあるのだ』。

また，ある被吿人が,私にむかって, 

日本の國體について，かう說明してくれ 

ました。『日木の國は,ヨオロッパの國と 

は違ふの忙,それは，灘の酒と理硏の酒 

との違ひである。一方は自然的であり，
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もう一力は,人工的である。自分は,灘 

の酒よbも理硏の酒が本當であると思っ 

てゐた。灘の酒は,日本國にたった一つ 

しかない・理硏の酒は吐界到るところに 

出來る。日木よリも世界,1よ?）も1〇が 

正しいと考へてのたのである』。 •

日本の國體は，世界に比類のないもの 

である——この言葉だけは,しばしば聞 

きながら,それが,何故であるかといふ 

ことは,・はっきりわからなかったのであ 

ります。1よりも10が正しい。どんな 

偉い國でも,1といふ例外ではあり得な 

い。!0が10,同じ形にならなければな 

らないと,大變申しわけないことですが, 

さう考へた1人であります。しかして, 

今日では，日本は，世界にただ1つしか 

ない阈であると,はっきり確信する1人 

であります。この認'識に•立って,はじめ 

て,口木の世界的といふことが考へられ, 

この意識,口覺があって,はじめて？日 

本の世界的使命があるのだと思ひます。

結淪を申します。H本の世界に冠たる 

所以を說明するには，富士に登る道がい 

ろいろあるやうに,いろいろ方法があり 

ますが,私は,日木の國を有機體であると 

考へます。これも,ある轉向者に敎へら 

れたのでありますが，私も,それを正し 

いと考へます。日本の國が有機體である 

といふこと，それはイ瞰ではなく,本當 

に有機體であると考へます。有機體の特 

徵は,1）原子が1元である,糸R織細胞が 

1つであること,2）新陳代謝,排泄作 

用のあること,それから,3）自然に發 

達するといふことである。日本の民族は, 

第1に3千年來1元であbます。第2に, 

□本は，儒敎,佛敎,キリスト敎，自山 

主義.個人主義，共産主義,かう言った

あらゆる思想をとり入れまし仁。これら 

をとり入れることのできたのは有機體で 

あるゆゑでありますが,やがて，儒敎を 

排泄し,佛敎を排泄し，キリスト敎を排 

泄し,共産主義を排泄しました。今日は 

何を排泄するかといへぱ,自由主義,個 

人主義などの歐米思想の排泄であるとお 

もひます。議會,帝大,いたるところで 

歐米思想が問題となってゐるやうであり 

ますが,問題となってゐるのは,排泄作 

用が起ってゐるといふことだと思ひま 

す。第3の,發逹が自然であるといふこ 

と。これは,日本以外の國を見ればわか 

りますが，外國は，革命によって,發逹 

して來てゐる。有機體でない國では,機 

械のやうに,惡いところは,分解し,解 

剖して直さなければなりません。ところ 

が,日木には・革命がありません。有機 

體でありますから,われわれの身體のや 

うに自然に發達いたします。自然的な進 

步，發展と，人工白勺な分折,組立,ここに 

灘の酒と理硏の酒との違ひがあると存じ 
ます。 心心;1谢

では,どうして,日本の國が,世界に 

仁った1つしかない國であるかと為へま 

した。結論は,日本の國は,他の國から征 

服されたことが1度もない，それで,ス 

ポイルされることなく, 1元の右•機禮を,

ずっと今日まで保って來ることができた 

といふのであります〇他の民族に征报さ 

れなかったのは,ロ本の民族が優れてわ 

たからと云ふ許りでなく,日本の地理的 

環境が他の民族が攻めてくるにあまりに 

不便であった.それでかうなったのであ 

るとおもひます。しかし,それが3千年 

もつづくと,立派なものになります。そ 

れが,今日,日本が他の國と異る所以で 
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あるとおもひます。歷史を調べて見まし 

ても日本ほど幸福な國はないとおもふの 

でありますが,だから歴代の天皇陛下し 

常に「天佑を保有し萬世一・系の皇統をふ 

をります。これが,エスペラントに飜譯 

されまして,世界各國に行きわたbまし 

たら，どうでせう。エスペラントの役目 

は大したものであbます。

める■云々とお仰せになってめるのでは 

ありますまいか。有機體の國として今日

『私は,思想問題で轉向してゐる今H，
國內の思想問題をながめまして,自山主

なほ存在してゐる限り, 日本は,他の國 義や人民戰線が盛んに根を張ってめるこ

と異る,言葉をかへていへば,日本はダ 

イヤモンドの國であり,他はイミテエシ 

ヨンの國であ!Ĵます〇かう考へるとき, 

日本の此特色並に之に基く使命の達成は 

いかになすべきか，此處にエスベラント 

の使命が,生れて來るのではないかと考 

へます〇日本精神〇）昂揚とエスペフント 

の使命こそは,最も近代的意義を持った 

重大なる課題ではありませんでせうか。

しこに佐野學君,鍋山貞親君.田中淸 

玄君が私に寄越した手紙があります。こ 

れらの中に,私が,いま巾しあげたやう 

なことが書いてあります。

佐野君は,今日では,一國社會主義を完 

全に抢ててを?）ます。その理由は,佐野 

君の手紙の一節に,『私は轉向常時申して 

をりましたー國®!:會主義もやはb西洋の 

土に育ったもので,日本では育ちません。

こいふのは,社會主義は,第］,どうし 

ても勞働者中心で,他の階級に對しては 

排他的であ!）勞働者のためには國際的で 

ある。第2に，それは,經濟萬能でまる, 

唯物觀に立って,社角の道德を無視して 

わる。私は,H木固有の優れた精神內容 

を基礎とした國民理論の建設に突進して 

ゆくつも!）であります』と,かう云ふの 

であ?）ます。

佐野君は,刑務所の中で，ただいま申 

しましたやうな主旨で,眞の日本的な立 

場に立って,國民主義'、理論を組立てて 

とに一種の危懼をもつ者であります。今 

n尙ブルジョワ雜誌に左翼的な議論の口 

由さが存在してゐるとしたら恐るべきこ 

とではありますまいか,私は人民戰線排 

除を双手を擧げて欣快の意を表したいと 

思ひます。』と言ってをbます。かくて我 

國に於ける思想戰問題は日本內地では思 

想統制を行ひ,日本國外に對しては日本 

精神の宜傳をする事に重點が存する，そ 

の重要な役割は實にエスペラントが務め 

るのでないかと痛感するのであります。

次は鍋山君の手紙で,これには，支那 

事變のことが書いてありますが,鍋山君 

は,轉向者諸君に、支那へ行って働いて 

もらひたいと言ってゐるのであ?）ます。 

『われわれは,支那を5千年の優れた文化 

を持った國だといふ誤った考へにとらぽ 

れてはいけないc支那文化で世界的價値 

のあるのは古典だけであるが，その古典 

たるや,現代の支那にとっては,異國。） 

古典も同じことで,支那は,數千年にわ 

たる古典の優れたものを繼承することは 

不可能な狀態に陷ってゐる〇これは,戌 

世一系の皇室を戴いた歷史の素直な發展 

を經驗した日本人の常識では想像に闲址 

なくらゐであります。任務を帶びて支那 

へ行く人は,高度の文明から，未開の地 

へ行くやうな,民衆を啓蒙する先驅普の 

やうな意氣が必要だ」といふのであ?）i 
す。次に
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r •支那の若いゼネレエションに影響 

をおよぼした社會科學や文藝はほとんど 

全くといっていいくらわ日本の糟粕を嘗 

めてゐるのであbます。彼等は新しい思 

想や知識は常に日木から供給されてゐる 

と言ってもさしっかへないくらわであり 

ます。なるべく日本よbも歐米から直接 

に輸入したやうに振舞ってをりiすけれ 

ども,その歐米のものを譯すばあひにい 

たしましても，それがすでに日木語に飜 

譯されてゐるのでありますから,それに 

たよるのであります。近代文明の社會科 

學については,日本は支那から學ぶもの 

は何ものもありません,魯迅の如きは別 

ものでありますが,これとて，日本に來 

れば,二三流の作家にすぎません。日本 

は支那を指導してゆかなければなりませ 

ん。しかし.それは,ブルジョワ相手で 

はだめであります。道は迂遠であっても, 

支那民衆を皇國精神化する,下から日本 

化してゆくことが必要であります』とも 

言ってをります。

このあたりにも,支那の若きゼネレエ 

ションに對して呼びかけるよbよき手段 

方法としてエスペラントがどのくらゐ役 

立つかといふことも考へられるのではな 

いかとおもひます。ぜひ,その任務を遂 

行していただきたいと考へるのでありま 

す。つぎに田中淸玄君の手紙の一節であ 

ります。

本二月十一日,悠久こ、に歷史を 

傳ふること二千五百ハ十有餘年,建國祭 

祝典の喜びを持ちまして一文を膝下に奉 

る云々』といふ書き出しであります。『昭 

和5年の盛夏入所以來8ケ年の間刑務所 

生活をし,轉向以降,常に惱んでゐるのは 

「我」の問題であります。」といひ，この 

「我」といふこと，それが絕對沒我の境地 

に入らなければならないといふこと,そ 

れがな加なかできないといふことを述べ 

てをります。そして,一昨年门月の暮 

から，ずっと,絕對無我の境に入Gうと 

考へたが,それをやめた,そして,靜か 

に坐りつづけた。そして,氣が澄み渡っ 

たときは,天津神,國津神に向ふ,その 

結果,どうやら「我」といふものを征服す 

ることができるやうになり，神經衰弱も 

なほったといふことを書いてあります。

『私は25歲の入所以來33歲の今日に 

して,惟神の信仰を以て本心に立ちもど 

ったものであります。これまで，白分の 

!愚鈍さのゆゑに迷ったが,神への絕對な 

る歸依に生きることに,沒我の心境への 

不葡の精進をしたいと思ってをります。」 

と申して居ります。

そもそも個人主義は,單なる個人だけ 

の問題でなく,いろいろな形で表はれて 

居ります。官僚の個人主義は官僚獨善で 

あb,政黨の個人主義は政黨獨善であり 

ます。以上は自分の屬する團體さへよけ 

れぱよいといふのでありますが，更に大 

きな個人主義としては，日本の國だけよ 

けれぱよいといふのが,個人主義的日本 

主義であります。さやうなことではいけ 

ないので,この點,私が最初受けまし仁 

2つの質問が說明しっくしてまります。 

共產黨巨頭の3つの書面を讀みまして, 

轉向すべきは,彼等のみでなく,私自身 

もさうであることを痛感した次第であり 

ます。

これらの人々は,いづれも，••日本とい 

ふものを世界へ知らせたいと考へてわる 

のであります。日本が立派な國であると 

いふことを,大きな自信を以て,考へて 
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わるのであります。

このことを頭へ入れて，エスペラント 

のことを考へていただき'ないとおもひま 

す。

つぎに內閣情報部長の,思想戰に關す 

る,ラヂオ演說甲一部を述べまして，エ 
スペラントの任弘の非常に重大であるこ 

とを申しあげたいと思ひます。

戰時,事變中で申しますならば,思想 

戰は,相手方に我に正義の存するとこ・ろ 

を傳へ,また，我が威力を知らしめてこ 

れをして,戰意を喪はしめ，つひには我 

に歸 せしめ,第三者の態度を有利に轉 

開せしめ,目的を逹成させる手段である 

——と,かういふ風に言ってをります。 

それ加ら,平時における思想戰では,我 

が方の正しいと信ずる考へを彼に傳へ, 

彼の迷妄を解き,同一の理想實現に向は 

せる手段であります。

世界の動亂は,武力戰から經濟戰,經濟 

戰から思想戰となり,思想戰が大なる功 

を發揮し，平時の思想戰に敗れました國 

家:よ,武力戰を俟たずして屈服しなけれ 

ばなりません。世界何れの國においても, 

この戰時の思想戰については，非常に努 

力してゐるのであります。この，我々の 

正義とおもふところを相手に知らせ,そ 

れを通じて自分たちとおなじ方向に向は 

せるといふ,大きな仕事,傳逹手段には, 

何があたるかと申しますと，ここに非常 

に大きな任務がエスペラントにあると考 

へるのであります。しかも日本といふ國 

が,世界に類例のない國でありますかぎ 

り,我が國が世界に敎へることは非常な 

ものだと思ひます。さきほど,梅地先生 

が言はれましたやうに,『思想戰の武器は 

エスペラントだ』といふことを申しあげ 

てもよいと思ひます。これはお世辭でな 

く，本當にさう思ふのであります。

最後に,これは,すでに御承知とおも 

ひますが,ワインガルトナアの「さよな• 

ら日本』ーーこれは音樂家のみならす,等 

しく,われわれが恥ちいりながら傾聽す 

べき,立派な,最上級の言葉を使って讃 

めていい文章ではないかとおもひます 

--- それを讀みたいとお' もひますC

『私は今日，日本の帝都を去る最後の日 

に車を郊外に走らせて,晴れ上った大空, 

生々とした草葉の色,それから，そこに 

美しく植えられた樹木を見ました。それ 

は美しい武藏野の景色でありました。日 

本は,私をして，ロ本を去る瞬間まで,日 

本のもっもの,日木のもつ强いもののま 

へに佇ませました。日木のもつ優れたも 

ののまへに佇ませました〇……私は祖國 

オーストリアから，ここまで旅をつづけ 

て來ました。同時にもった私の願ひは， 

できるかぎり,日本文化により,私の英 

術に磨きをかけたいといふことでありま 

した。私は京都の大原を步きまして時の 

過ぐるのを忘れて,その佛像に見入った 

のであります。周圍の日本人は,私には, 

日本の實相が解らないだらうと申しまし 

たが,私は日本の見事な美術工藝品を手 

にすることができました。そして,祖國 

ォーストリアのが,獨特の藝術價値を歐 

洲にもってわる如く，日本の作るものは, 

東洋のいづれの國にも類を見出し导ない

といふことを知ったのであります。・••• 

今,七十の齡を捧げて,日木の發術家に 

望むものは,常に日本なるものに留まX 

ろうして・日本なるもののみを作れとい 

ふことであります。歐洲の音樂家は限り 

ない影響を日本から受けるであらう。し
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炉しながら,私は,若き日木の樂人が, 

私達ヨーロッパ人と同じ立場に立って, 

ヨーロッパの音樂を作り,自國日本から 

・は,單に影響のみを受けるといふことの

み輕卒に考へてゐると致したならば,そ 

れは日本人の將來には悲しむべき結果を 

もたらすと私は考へるのであります。し 

かして,日本には,日本のワグナーが,

そして,日本のヴェルディが生れることを

祈ってやまないものでありiす。同時に, 

日本には,ドイツの藝術家が,また,イ

タリーの -- ［術家が生れないことを斷言し

て，はばからないものであります。日本 

の藝術家よ,藝術の槪念を哲學の中に漁 

る以前にまづ自己を眺めよ,そして,近 

き將來に於て日本なるものを世界に示め 

せよ」と言ってゐるのであります。

さきほど御紹介になりましたやうに, 

國民精神總動員の大演說が飜譯されて全 

世界に行ったはずでありますが,私は， 

私の今晚の講演の結論といたしまして, 

その演說の最後の文句をひきたいと存じ 

ます。

『思ふに世界は今や一大轉換の期に際 

會致してをります。この時に當りまして 

東洋の道德を經とし,西洋の文明を緯と 

し兩者を綜合調和して新らしき世界に貢 

献することは實に我國に課せられたる重 

大なる使命であります。斯かる將來をも 

つH本國家の方針は,すでに始ってより 

ます。庶幾くは官民一致.國家の目的を 

以て我々個人の目的となし,この大業の 

遂行に協力せられんことを希望して息ま 

ない次第でありますJと述べられてをり 

ますが,私といたしましては,この言葉 

をもちまして,エスペラント學會に所屬 

してゐられる皆樣に對して,世界人類に 

御貢献になるつもりで,これ加らのち， 

エスペラントの仕事に御精進になってい 

ただきたいと切に望む次第であります。

エス譯「愛國行進曲」發表延引について

本誌3月號で募集しました「愛國行進曲」は非常な好成績で,締切 

日までに到着したもの32通の多きにおよおました。結果は,今月號 

で發表のはずでございましたが,別項で報道のとほり,選者小坂狷二 

氏が,突然,名古屋へ凰任されることとなり,殊に永らくの御病氣直 

後のことで,非常に御多忙でありましたため，特に愼重を期して,發 

表を次號へ延ばすことにい仁しました。御諒承のほど願ひあげます。

財團法人 日本エスペラント學命



小坂狷二

前置詞略解
—29

XVII POR （其二）

1（Ĉ）【賛成恩惠】（續き）

Mi estas preta iri por vi al la fino 
de la mondo.お・前の爲めなら世界の 

果てまでいとやせぬ。Ĉiu por si— 
por ĉiuj Di'・吾れ勝ち（各人は各自 

の身を思へ皆に對しては神樣が何とか 

して下さるからかまやせぬ）。

Mi ĉiam pensas por vi ĉiuj・し、っ 

も君達の身のためを思ってる。

〔比較〕Mi ĉiam pensas pri vi あなた刀 

事ばかり思ってゐる。

Mi ne garantius por tia homo.
あんな人の保證は出來兼ねる〇

/Mi ne respondas al tia demando. 
そんな質問には答へぬ。

Mi ne respondas por lia ago. 
彼の行爲に對して責任は負はぬ（保 

〇 證の應答はせぬ）。 ，

En multaj lingvoj la sekso de 
vorto ne ĉiam respondas al la 

natura sekso.多くの國語では語 

の性は必す・しも自然の性に對應せ

\ぬ〔不一致3。

Morti pro la patrujo estas ag・ 
rable.祖國の爲めに死ぬるのは快

' いことである。

Mi volonte mortos por la patruj〇・

、喜んで祖國の爲めに死なん。

〔注意:！（む）Proを用ひれば死する 

『動機』は祖國に在る意，porならぱ『爲 

めを思って喜んで』死に赴く氣持。

Ĉiu, kiu lin vidas, eksentas pro
fundan estimon por li. 彼に逢へぱ 

誰でも深い尊敬の心がわく。

〔注意〕（め）單に「（誰）に』の意で 

estimon a!と云ってもよい;porを用 

ひれば好总を特にその人に『向ける』氣 

持で意味が幾分强くなる。

1（d?【意味上の主語】適應の『（誰' 

何）に對して』をその誰,何の方から主 

觀的に見れば『（誰,何）にとっては』の 

意となる。そしてporはこの誰,何が 

その文の意味上の主語であることを示す 

ことが多い:

Tio estas por ni atingebla=Tion 
ni povas atingi.それは吾々に（とつ 

て）は到達し得る事。

Estas necese por vi labori （=Estas 
necese, ke vi laboru） pli serioze・ 君

は眞而目に働くことが必要。

Por homo maturaĝa estas mal
facile ellerni （=Homo maturaĝa el
lernas malfacile） fremdan lingvon.

成人にとっては外國語を習得すること 

は困難。

Li respondis al li aŭdeble por ŝi 
（=tiel ke ŝi povu aŭdi）. 彼女にも聞
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こえる樣に彼に返事をした。

La partopreno en la kunveno estas 
deviga por ĉiuj studentoj=Ĉiuj stu
dentoj devas partopreni en la kun・ 
veno. 會に参加することは學生すべて 

に强制的になってゐる。

Lia alveno tuj estis por mi sus
pekta = Mi tuj suspektis lian alvenon.

彼が來たのを見て僕はすぐ變だなと感 

づいた。

Lia morto estas granda bato 
(perdo) por nia afero=Nia afero
ricevis grandan baton pro lia morto. 
彼の死は吾が事業にとって大打擊(大 

損失)。.. :

Alkutimigi al ĝi estas por ili afero 
malfacila=Ili trovas, ke estas mal
facila afero alkutimigi al ĝi.馴れる 

ことは彼等には難事。

1(e.【とっては】上記最後の數例に

，見る如く porは可成!）廣く「とっては』 

の意に用ひられる。C比較;）Alは單に 

「（誰,何）に（對する關係:f〇）』を示 

すに止まる;適應のporを用ひれば他 

にではなく 丁度それに當てはまる（ーコ） 

と云ふ樣な特別關係が示され,意味が强 

められる。porに依!）主］ 白勺な意味にな

るからである（〔注意:）（め）參照）。

(Via propono estas por ni (=Ni 
• trovas vian proponon) tre utila. 
貴案は吾々にとって有益です。

Mi deziras, ke mia filo estu utila 
al la regno.愚息が御國の御用 

に立てばと思ってます。

La kutimo estas fremda por ni 
orientanoj.その習慣は吾々東洋人には 

無いことなのです。

Tiu ĉi tago restos por mi memo
rinda. 私には記念の日とな!）ませう〇

Lia malsukceso estos instrua 
leciono por aliaj.彼の失敗は他人へ 

のよいみせしめ〇

Tio estas por mi indiferenta. そ 

れは私にはどうでもかまひません。

Tamen ekzistas ankoraŭ savo por 
li.まだ見抢てたものではない。

Maldolĉa por la lango, sed saniga 
Por la sango.良藥口に苦し。

Grava por nia afero; danĝera por 
nia movado; klara por ni. 吾々の 

事業にとって重大;我が運動に危險; 

吾々には明瞭。 \・

/La 1让eraturo fariĝos komuna por 
ĉiuj homoj. 文學は何人にとって 

も共通なものとなろう。

La vorto estas komuna al kelkaj 
Europaj lingvoj. 其語は數歐洲 

語に共通〇

/Estas al mi agrable konatiĝi kun 
vi. 御近づきになれるのはうれし 

いです。

La ivido estas efektive agrabla 
por la okuloj.ほんとに目の保 

養になる美しい景。

〔註〕『C誰）にとって』は屢々『（誰）の目か 
ら見れば』（en la okuloj de）の意味を有す 

る:

Nia regimentestro estas por siaj 
soldatoj kiel bona patro （= La 
soldatoj vidas en sia regimentestro 
bonan patron）.聯隊長はその兵士の目

から見ればよい父親の樣。

Ŝi estas por li ĉio.彼は彼女でない 

と夜も日も明けぬ。
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Ĝi estas por mi hina scienco （又 

はvolapukaĵo）これや僕にとってはチ 

ンプンカンプン（支邢の學問,ウォラピ 

"ク文）だ。

Nun ĉar li forlasis vin por eterne, 
li do mortis por vi.彼は永久にお前

の處を去って行ったのだから,お前に 

とっては死んだも同樣。

Se la verko estas skribita en lingvo 
de malgranda nacio, ĝi ne ekzistas 
por la mondo. 小國の語で書かれたの 

だったらその著は世界にとって存在せ 

ぬも同然。

2【交換】交換は矢張り『目當』の一變 

形:「（何）に對して（交換的に何々する）』。

Mi donis al li por lia laboro 10 
enojn. 彼の仕事に對して十圆や

' った。

Li ricevis 10 enojn por sia laboro. 
仕事に對し十圓貰った。

Tion oni ne povas havi por mono. 
それは金を出しても手に入らぬ。

〔註〕havi per monoとも云ふ〇

Por nenio oni faras nenio n・ 人と 

云ふものは金を貰はねば結局何もしな 

いもの（只ではしてくれぬ）。

Kiom vi prenos por tiu ĉi port
reto? 此の肖像畫はいくらで賣る〇

Pagas maljunaj jaroj por junaj 
eraroj.若かい時のあやまちは老年に返

報が來る（老年が支拂ふ）。

Por la mono pastra prego, por la 
mono romp*  de leĝo.地獄の沙汰も金

次第（金を貰へば坊主もお祈り

も破れる）〇

Li laboras por taga pag〇.

貰って働いてゐる。

法律

Li laboras por sia vivtenado・ 生 

計を得るため（交換に）働く。

Li luis la ĉambron por 5 enoj por 
semajno, 一週五圓拂って部屋借。

Li aĉetis la bildon por 5 enoj・ 五 

圓出してその繪を買った。

Prezo estas anoncita por lia kapo. 
彼の首には懸賞金がかゝってゐる（首 

と引換に褒美の金）。

Li venĝis por la mortigo de la 
pati•〇.父を殺された仇を打つ;た。

I註〕Li venĝis la patron とも云ふ。

Oni riproĉis min por mia mal
fruiĝo. 遲れたので叱られた〇

Mi dankas vin por la prunto. 金 

を借して下さって有り難うございます 

（借金と禮言と交換）。

（3主慧〕（も）此等のporの代りに 

『動機』のproが用ひられることもあ 

る（Proの章參照）。

Viaj konsolaj vortoj tute rekom・ 
pencas min por la malfacila laboro.

慰めのお言葉で仕事のつらいのも償は 

れました。 .- •

Mi prenis lin por hispan〇.僕は 

あの人を西班牙人だと思った（間違っ 

て取った）。

LA I

日傭を MMUKO,LM.L1BRO
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岡本好次

有名ミ 普 名

この世界否この宇宙に二つとない事物 

につけた名稱を「固有名」（propra n omo） 
とよぶ〇例へばTokio （東京）とかAzio 
（亞細亞）とかZeŭso （ゼウス神）とか 

Napoleono （奈翁）と加それである。Z 
に對して同一の種類に屬するすべての事 

物を總括した名稱は「普通名」komuna 
nomoとよぶ〇例へぱdomoといへば 

家ならどんな家でもこれでよんでよい。 

vino, pomo, ĉevalo等々皆然りである〇 

上の様に簡單に定義してしまふと至極 

單純で何の雜作もない樣であるが,この 

世の中にある事物は,千態萬樣であるの 

で,さう簡單に片付けられないものも多 

い。

例へばTokioといへば成程我が國の 

首府たる東京市のことであるから,この 

廣い世界に唯一つしかない。しかしこの 

Tokioとよばれるものも實は十年前の東 

京と今日の東京とではその內容が大分ち 

がふ。廿年汎卅年前となると猶更であ 

る。しかし,まあこの世界に唯一つであ 

るといふことには變りはない。

ところが人名や地名には異ったものに 

同一の名稱が與へられてわることがあ 

る。しかしこれは普通名と考へることは 

できない。つまり人名や地名は原則的に 

-・人の人又は一つの土地に名付けるもの 

であるから，世界に二つとないのがよい 

のであるが,實際人間の能力には限りが 

あるので,別の名前を考へだすことので 

きぬため,旣に他の人（又は土地）の名を 

借りてきて名付けるのである。忙から之 

は便宜的のものである。乂苦心して考へ 

ても人間の考へには似通った點があるの 

で，全く何の聯絡もなく,しかも全然同 

ーの名稱が同時に存在し得ることもある 

わけである。

併し之等はやはり固有名とすべきこと 

は上述の如くである。

ある。例へば，ザメンホフの著した 

''Fundamente] Krestomatio " といふ 

木は世界中何萬部と賣出されたものであ 

るから一寸考へると普通名の様に思はれ 

る。併しよく考へてみると書物といふも 

のの本體は酋:作（verko）そのものであっ 

てザメンホフの編纂した"Fundamenta 
Krestomatio "といふ著作はどんな紙に 

印刷してもどんな粗末な製本をしても, 

どんな豪華な製本をしてもverkoの實 

體は同一である。卽ちverkoとしては 

世界屮唯一つである。故に書物の名稱は 

固有名である。だからこそ又箸作權とい 

ふものが認められてゐるのである。

併し書物でもその內容が版を重ねるに 

從って增補されたり訂正されたbするか 

らその内容が變化することもある。

それは丁度Tokioといってもその地 

域は時代によって大小があるのと全く同 

樣である。

雜誌や新聞の名稱（例へばHeroldo 
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de Esperanto, La Revuo Orienta 等） 

も固有名である。併し雜誌や新聞は書物 

とはちがって,日に月に生長するもので 

あって第一號笫二號と號數をかさねてゆ 

くのが常である。そして雜誌名はそれら 

全體をーま丄めにしてよぶ名稱といって 

よいと思ふ。

これは姓（familia nomo）を以て或る 

一家族をまとめてよぶが,その內容は子 

供が生れたり老人がなくなったりして時 

の流れに從って變動してゆくのと比較す 

ることができる。

カルモチン（Kalmotino丿と炉 サロ メ 

チール（Salometilo）の如き藥品名だと 

かライオン（齒磨）とか花王（石鹼）の如き 

商品名も書物の名稱と似通ったもので, 

その數疑は日々澤山製造されてゐるわけ 

だが，兎に角同一内容（又は成分）の物品 

につけられた名稱であるから固有名であ 

る。

前にも一寸述べた如く,人間の能力に 

は限りがあるから，すべての事物だけの 

名稱（固有名）を附するとしてもさうさう 

奇想天外のものがつけられないので,結 

局は普通名加ら借用して來るのが多い。 

忙から固有名といっても元をたゝせぱ普 

通名であることも多い。その反對に始め 

固有名として名イオけたものもその中にー 

般化して普通名に通用する様にもなる。 

人間の世の中は仲々理窟通りにゆかぬも 

のである。

例へばTokioは固有名としても冗を 

た、せば束京卽ちOrientaミefurboで 

あって日本の首都だけをよぶ必要のない 

ものである。モンブランにしてもmonto 
blankaの意味で年中白雪をいた'く白 

い山ならなんでもよいわけであらう。日 

本の白山にしても同樣である。

山田といふ姓は monta grenkampo 
に家がある位の意味から來たのだらうか 

ら,これももともと普通名といってよか 

らう。その證據に山田といふ姓は全國に 

仲々多い。田中にしてもさうであるっ 

大師號は高僧に賜はった稱號であらう 

が，~般世間では弘法大師を簡單に「お 

大師さま」とよんでゐる。

太閤や黃門も元々普通名であったが， 

秀吉や光閑に獨占されてしまったのであ 

る。

以I:はすべて普通名が固有名になつ仁 

例である。

之と反對に固有名が普通名になつ仁例 

については旣に『エスペラント』誌第一・ 

卷で澤山紐介しておいた。例へばgilo
tino, zepelin〇・ kamelio, silueto, linĉo 
等は人名から出てゐる〇 pistolo, bajo*  
neto, kupro, agato等は地名から來て 

める。

もっと手近の例では「コダック」の如 

きはEastman Codak Co.の商標名か 

ら來たもので,もともと固有名であるが 

併し最近ではすべて手5げ寫眞器の總稱 

に用ひられ,エスペラントでもkodako 
といふ普通名になってしまった樣であ 

る〇

良アスピリンも元Bayer會社で製iŝ 
したアセチールサリチル酸につけた商品 

名で,固有名であったが,その後一般に 

aspirinoといふ名稱がアセチールサリ 

チル酸といふ長い名稱（普通名）の代用と 

して用ひられる樣になった。
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伊藤己酉三

何々するための

<1和文エス譯講評• 3卜

問題A 政府の增稅案の內容として傳へられると乙ろは未だ正 

確ではないが,戰時利得並に奢侈享樂的支出に對する課稅を中心と 

するのが妥當である。 :ま

本題は少し長く難しい單語がある爲に，應 

募は相當自信のある方々に限られてゐたや5 

で,甚しい誤りはなかったが,何處かに多少 

の缺點は兔れなかった。

「增稅案」は plano de plialtigo de impostoj

又は plano plialtigi impostojn, impostpli- 

altiga plano等であるが，その前に「政府の」 

と あるヵ、ら plano de la registaro de plialtigo 

de impostojではde力:多くなるので面白く

ない。impostplialtigaも惡くはないが複雜で 

あるヵ、ら,plano de la registaro plialtigi 

impostojn がよいであら 5 〇 registara plano

とした方が可成りあったが,政府の立てた案 

であるからdeを用ふべきである。planoを 

projektoとした答案が澤山あった。projekto 

もplanoと用じ意味に用ひら九るが，之は 

「何かしようとする思付或は考，」が本來の意 

味で,「實疔する爲の案」は第二董的であるか 

ら,projektoでも惡くはないがplanoの方 

がよい。「傅へられるところ」は「人々の傳へ 

るところ」であるからtio, kion oni dis

konigas (disfamigas, priparolas) と なる〇 

「正確」は此處ではgusta, aŭtentika, kre

dinda, laŭfakta, konforma al la fakto 等に 

譯すべきである。preciza, ekzaktaと譯した 

方が多かったが，之等は餘りに嚴格に過ぎる 

言葉で更る。「戰時利得」は「戰時に於ける利 

得」ではなくて「戰爭の爲に特に生ずる利得」 

であるから,profitoj en milittempoではな

く て profitoj el la milito 又は profitoj pro 

Ia militoとするのがよからう。「奢侈享樂的 

支出」も「奢侈,享樂をする爲の支出」である 

から luksa kaj ĝua elspezoj ではなくて 

elspezoj por lukso kaj guo である〇 !uksa 

elspezoは支出の仕方が贅澤なのであ〇 , ĝua 

は支出することが,享樂的だといふ意味にな 

る。「課稅」はimpostadoである。imposto 

は「租稅」といふ名詞的語根であって，之を 

動詞としてimposti T課稅する」となる。im

posti を名詞化する時はimpostoは「租稅」 

であるからimposti•〇とすべきものである 

が,品詞語尾を重ねることは行はれないので・ 

-i-の代りにといふ動詞的接尾字を付し 

てimpostadoとするのである。kanto「歌」, 

kantado「唱歌」も同樣である。「中心」は 

kernoが最もよいと思ふ。centroも必ずし 

も幾何學的中心に限らず，最も「重要な點」で 

はあるが，centroは「或物の中心」「或事的 

の主要部」であるのに對・して,此場合の「中 

心」はそれを中心とLてその周圍に作上げる 

といふのである〇其處にcentoとkernoの 

差異がある樣に思ふし,又元來centroは 

Punktoであるのに對し,kernoは有形の物 

質であるから此場合はkernoとすべきもの 

と思はれる。答案にはその他Ĉefe又はĈe- 

figanteが多かったが，何れも原文から少し 

離れた譯である〇「妥當」はprava, konvena 

である。

26 ⑵ 〇）



譯例

1，Kvankam tio, kion oni informas 
kiel enhavon de la registara projekto 
pri plialtigo de imposto, estas ankoraŭ 
ne preciza, sed la imposto kontraŭ 
profito dank, al milita tempo kaj 
elspezo por lukso kaj ĝuado devus 
konforme lokiĝi en la centro de Ia 
projek t 〇. (Leporobulo)

可成りよく出來た文である。kvankamは 

接續詞であるからsedは不要である。profito 

及 elspezo は何れも diversaj profitoj kaj 

elspezojの意味で複數にした方がよい。im・ 

postiはimposti ion「ioに對して課稅する」 

の用法であるから，impostado deとするの 

がよい〇 konformeはkonveneとするのが 

konvena である〇 lokigi en la centro は直 

譯に過ぎる梯だ。

2・ Kvankam ni ankoraŭ ne scias 
precize la enhavon de la reĝo pri 
plialtigo de la impostoj proponota 
de la registaro, tamen ŝajnas al ni, 
ke ĝi konvenas imposti ĉefe al la 
milittempaj impostoj kaj luksaj kaj 
ĝuadaj elspezoj. (Ŝinjoo-Cutomu)

gi konvenas imposti... 〇 ĝi は何を指す 

か不明である力lego (regoとあるは誤り) 

であるならば estas konvene ke ĝi temu 

ĉefe pri..・となるべきであり，ĝiがimposti 

以下を指すならば,之は英語から來た誤りで, 

Esp.ではこの樣な文法上の主語を用ひずに 

konvenas imposti ・・•とする。

3. Rilate al la enhavo de la pro
pono de registaro pri plialtigo de 
imposto, al ni jam komunikita, an
koraŭ ne estas certa, tamen, mi 
pensas, ke ĝi devas esti direktita 
ĉefe al profito el milita tempo kaj 
elspezoj por lukso kaj amuzo.

(Mola)
Rilate al・・・とあって次は ankoraŭ ne 

estas certa,でfrazoが終ってゐるのに主語 

がない〇從って mi ne estas certaとなるべ 

きカ、,或はRilate a!を除去すべきである。 

al vi jam komunikitaでは政府から通達が 

あった樣に解される。Pri kiu oni priparolas 

とでもすること。Ŝiはこの文の意味からは 

plialtigoを指す筈であるが,その點が不明瞭 

である。

4・ しa enhavo de plano pliigonta 
la depagon de registaro estas ne 
ankoraŭ ekzakte reportita, sed estos 
ĝuste, ke centriĝu la imposto al la 
profita enspezo en la bataltempo kaj 
al la luksa, ĝua elspezo. (□ 向年雄) 

depagoは「稅金として拂ふ物」でimposto 

と同じではない。de registaro力;この位置に 

あってはplanoと餘りに離れてゐるので 

depagon de registaro となる〇 reportita は 

raportitaの誤り。bataltempoは誤りである。 

militoは口露戰爭の戰爭に當り,bataloは奉 

天の戰の戰に當る。個人間の喧嘩はbatalo 

ではあるが militoとはならない。つまり戰 

役はmilitoで,戰圖がbataloである。

Tio, kion oni disfamigas kiel la enhavon de la plano de la 
registaro plialtigi impostojn, ankoraŭ ne estas ĝusta, tamen estas 
prave, ke la impostado de la profitoj el la milito kaj de la elspezoj 
por lukso kaj ĝuo estu kerno de la plano.

Kion oni disfamigas kiel la enhavon de la impostplipeziga plano 
de la registaro, ankoraŭ ne estas ĝusta, tamen oni trovas konvena,

(211)27



ke la impostado de la profitoj pro la milito kaj de la elspezoj por 
lukso kaj ĝuado estu kerno de la plano. ・ ゆえ•寺鬓

問題B・ 我8は凡ゆる機會を捉へてエスペラントを實用に供す 
べく努めなければならない。•、 「ド巴臂

本題は容易な筈であるが，出來る人がAの 

方に取られた為か,成績はあまりよくなかっ 

た。

「機會を捉へる」はkapti okzonであって 

大部分の方はこの語を用ひられた。私はPro

fiti okazonを期待したが，この例はなかっ 

た。kaptiは單に「捉へる」だけであろ力;， 

profitiは更に「利用する」の意味が加はるの 

で，原文には「捉へて」だけであるがProfiti 

の方がより効果的である。『實用に供する」は 

praktikiでよいのであるが,「供する」とあ 

るので prezenti, oferi, servigi等苦心され 

た方が多かったやうだ。「努める」はpeniで 

ある〇 klopodiでも惡くないが,peniは「艱 

難を凌いで努力する」であり.klopodiは「手 

段を盡くしてやる」のであるから，此場合 

peniの方がよいであらう〇例へばPost klo

podoj kaj penado mi sukcesis. の例でよ く 

知られる〇

譯例

1-Kaptante ĉiujn okazojn, ni 
devas penadi por praktiki Espe
ranto n. （H. Soj）

2. Kaptante ĉian okazon, ni devas 
klopodi praktikigi Esperanton・

（野原信子）

以上二例は先づ無難である。ĉiuもĉiaも 

この場合殆んど同じ結果となる。1の場合で 

は「來る機會は全部捉へて」となり,2の場 

合では「種々の機會が來るが，それを全部捉 

へて」となるわけである。praktikigi Esp .は 

igi Esp. praktika で,praktiki とはうし異る〇

3 Ni devas sin stimuli por la 
praktikigo de Esperanto kaptante 
&ujn okazoj n. マ （形星〉

stimultiは「剌戟する」であるから,sin 

•> stimuliは「自己を瞰縫する」の意である。 

惡いと言はれないが,餘り感じがよくない。 

又主語がniであるからsinとせずにnin 

とすべきである。

4. Ni devas peni por uzi praktike 
esperanton, per kapti ĉiujn okazojn.

（^Saouroo- Tabusi）
前置詞は名詞の前に置くのが原則である。 

但しporとanstataŭは動詞の前に置くこ 

とがあるが,Lingvaj Respondoj で Zamen

hof の說明によれば,之は除外例ではなくて,

porとanstataŭは殆んど接

動詞を名詞化することが不可能である。例へ 

ばper ridiはper ridoとすることが出來る 

が，por stariはpor staroとすることは出

來ないと述べてゐる。per kaptiはkaptante 

とすればよい。

5・ Ce ĉiu okazo ni devas klopodi 
por praktiki la Esperanton.（ミミ）

Ĉe &u okazoは積極的に機會を捉へよう 

とする感じが出ない。又!aは不要である。

6 Utiligante ĉiun okazon ni devas 
klopodi por enkonduki en praktikon 
Esperanton. （初年生）

enkonduki en praktikonは原文の解釋の 

仕方によっては正しいと言はれる。卽ち「一 

般に實用に便用されるやうにする」と解澤す 

ればよい。しかし「機會ある每にエスペラン 

トを實用する」といふ意味とは少し違ふやう 

だ。尙目的格が連!續してゐるので面白くな 

い〇 enkonduki Esp. en praktikon とすべき 

である。

7・ Utila nte ĉiujn ŝancojn, ni devas
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klopodi por servigi Esperanton al la 
praktika uzado. (T. Maeda)
utiliganteとしなければならない。ŝanco 

は寧ろ「機建」であって，この場合の「機會」 

2こ（士・冃當しなI ・o・servigi al la praktika uzado 

は前のpraktikigiと歹台んど同じである。

Profitante ĉian okazon, ni devas peni praktiki Esperanton. 
Ni devas peni profiti &ajn okazojn por praktiki Esperanton.

成績發表

a. 申し分のないもの。

b. 多少缺點はあるが全體として勝れ 

たもの。

c. 致命电誤謬はないがbに劣るも 

の。

c.缺點の可成り目立つもの。

d・尙多少硏究を要するもの。

名前の載らないものは充分エス文の構 

成に就て硏究を要す。

A b. Strigo, Koiĉjo,旭風,Hidek, 
C Leporokulo.

c. Ruĝa Flugilo, Ŝinĵoo-Cutomu,安達榮 

—,Vendeto, Geranium, Marhirundo, Dio, 

Hoajaan,二倉平治,SeiiGi,ミノル，Rio, 

Haru, M. Jamagata, Meteoro,日向年雄, 

Mota.

c. Ŝtona puto,增山。

B b. H. Soj,野原信子。

c. Kiyasu・Zen'iti, Kurodaija, 永江淸,

Koji Ikeja,チョコ,タカ，Cugu,ミミ,星明,

彤星,初年生。 •

ĉ. Akira, T. Hanafusa, Hoŝio 生，1 

Kaŭabata,柚木武史，Udoo Komao, Ŝoo Boo, 

M・ !naba, Matenon Longa, Konisi-Norio» 

Yŭtee,淸瀨,Pomoj, Aŭtomobilo,渡邊浩, 

Saburoo-Tabuŝi, T. T., Sen Nakamoto, T. 

Maeda.

d. E. Takagi, Ronda mondeto, Aŭtuno, 

K. Arbaro.

新課題七月號笈表

A.日本の正義を認識せしめる爲には 

エスペラントが最適である事を我々は 

實證すべきだ。

B・鼓近の最も大きな出來事はドイツ 

とオーストリヤの合併であって，全ヨー 

ロ ッバは興奩に蔽はれて ゐる。

規定 制限:A,Bいづれか一方を擇んで 

應募すること。C兩方へ應募したば 

あひはBの分を無効にす右）。

氏名:誌上での傩名は自由であるが,原稿に 

は，必ず住所氏名明記のこと。

用紙:ハガキまたはハガキと同じ型の紙。 

締切:5月5日着便。

宛名:學會內「和文エス譯」係〇

南氷洋から
昨年9月27日に神戶出帆,10月16日 

濠洲フリマントルに着き，早速Perthに 

IEし の Delegito S-ro E. A. Walker を 

訪問しましたが,不在なので明日船に來 

るやうに一筆認めて歸りましたら翌17日 

午後4時友人を連れて船に來て吳れまし 

ゝ た。色々話をして明日パースで再命する 

約束で別れましたc翌18日バースの動 

物園を見物し同市郊外アララウンの自然 

林を見物し午後6時にパースの驛に行き・ 

ゥオカー氏の案內で日本語を硏究してゐ 

るOclenと云ふ數學の先生の家に行き 

色々話をして別れました。

同市には可成り多數の同志が居るやう
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川崎直

古書を求め て

日本にわ古書がないので硏究に困る， 

Stojan, Ornitologia Vortaro Oklingva 
de Birdoj Eŭropaj [596 specoj kun 
15000 nomojl 1911, S. Peterburg わ私 

がEsp.を習い始めたときからその名前 

を承知していたが，日本でわ誰も持って 

いず，ヨ-ロッパ出版の硏究淪文や辭書 

にこれが引用されているときわ，しゃく 

にさわったものだ。「近頃出版されたロシ 

ヤのEsp.辭書わ打れの本を參痔にして 

いないから,昔おれが注意した誤をまた 

くりかえしている」とStojanがrecenzo 
を書いたことがあるが,そのかんじんの 

本がなくてわなんともしょうがない。最 

近「遇然の事情によって手に入れたから 

……」と思いがけないときにヨーロッパ 

のあるところ加ら送ってくれた。

Zamenhofのものでも日本でわ全部わ 

揃っていない。私わとくに辭書が集めた 

い〇 Samideanojの好意でゆずつてもら 

ったのもあ込が，ドイツ第一の古本屋 

Fochに註文をしたら,案外すぐ來たの 

もある〇 Taschen\vdrterbuch Esp・
Deutsch u. Deutch-Esp. 1907 （他人の 

增訂した最近の版とわ違う）がそれだ。 

Beaufront の Commentaire sur la 
Grammaire d'Esp.,1900 も Esp.最初 

の理論文法だが,いま酋Ĵ場にない。進藤 

靜太郞君がロンドンから歸って「EEAに 

古本がでている」と言ってくれたので,す 

ぐ註文したが,殘念ながら初版でわなか. 

った〇ところがパリの古本屋Geuthner 
の言語學のkatalogoに初版がでていた。 

私がそれを見たときがかなりお•そかった 

ので,どうかと思ったが,うまく手には 

いった。

こうして永らく探していた古書が手に 

はいったときのうれしさわヨE常なもの忙 

が,近頃の最大なのわFundamento de 
Esp., kvinlingva,1905 だ,「いくらで 

買うか?」「100フランス,フランだす」 

私の硏究論文を言語委員全部にdonaci 
したと汉古書買求のlistoをそえてお 

いたが,その網にひっか加ったのだ〇12 
月中旬に送ったとの手紙が來て，それか 

らの彳寺ち遠さ，その日わすてきに不愉快 

な事があったのだが,これですっかり一 

點の雲なく晴れてしまった。年賀郵便の 

特別扱いなんか消えてなくなれ!おれ 

の荷物の？ くのがおそくなるだけでも意 
味がない;1月4 □朝まだき（9時過ぎで 

あったであらう）ま仁床の中にあるとき 

鬥のベルが嗚る。書留便ならいつももっ 

と烈しく嗚るので,これわ商人でも來た 

のかと思って戶を開ける「外國から書留 

です」しめた!しめた!フランスから 

だ!けれども,けれどもすぐに開けな 

い。平常どうりまず大便をして,顏を洗 

って,食卓に坐って，そして••••開けた。 

あった!あった!まちがいもなく初版 

だ〇これこそFundamentoの唯一の 

aŭtentikaĵo だ〇 しかも Zamenhof の 
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subskrib〇がついている〇所有者三つを 

示すゴム判が三つ。このゴム判を眺めて 

いるとEsp•運動史のいろんな場面が想 

像されるが,いまここに書かぬ,書けぬ。

(9 jan.1938)
X

二葉亭の本なんかよく夜店で見つけた 

りする人ががなりあるが,私わ日なの古 

本屋でわ珍品を彳ちたためしがなかったと 

ころが1938年3月8日の朝まだ床にい 

るとき,枕もとに郵便物がきたので,なに 

げなくそのうちの一つ「ロゴス典籍」第 

廿號を開けると,

「四五七,國際語沿革史(佛)クーチュラ 

ロ ー，一九〇七年,一三•五〇」 

が目についた。はっと思ったが,なおよく 

みると,さらにそこに內容說明が6號で6 
行もついている。まぎれもなく CoirrruAT 
et Leau, Histoire de la Langue Uni
verselle の再版にちがいない〇およそ國 

際語の問題を論ずるもの，かならずその 

bibliografioの第1にこの書をあげな 

いものわない。\ 淺井惠倫君所有木を昔舉 

會で見かけたことがあり,近藤國臣君が 

それを永らく借りて讀んでいたが,い? 
か外國より手に入れられたと聞く。關粗 

秀雄君のEsp.反對論文屮にも引用して 

あった。だから日本にもない•わけでわな 

いが,いま外國に註文をだしてオイソレ 

とすぐ來るしろものでない。Drezenの 

「世界語史」の大著がでてからわ，載せら 

れた國際語の種類の多さにおいてわ,問 

題でなくなったが,なんといっても最初 

の國際語硏究史でわあり,著者獨得の 

analizemoによって,いろいろのpro
jektoj の長所短所を詳細に批評している 

點がいまなお面白い。成田重郞君がフラ

ンスにおられたとき探してくれと賴んだ 

が駄目忙つ仁し,小坂狷二君も持って歸 

Gなかった。長谷川理衞君の話によれば

「パリの古木屋でわextremement rare
とゆう」そうで,たまたまー•册でてきた

アメリカの國際語協會の Morris

夫人(Originala Verkaro と Bibliografio 
de Internacia Lingvoの出版費用をだ 

した女)が大金を投じて買收にかかった 

とか。そんなことで私のようなものに 

わとうてい于にはいらないとあきらめて

いた〇もちろんヨーロッパの古本屋にあ 

みわかけていたのだが……ところがこの 

しまつであるCます■平常どうリ大便と顏 

をすまして一しかし,朝飯わ食わない 

で,裏の家主の電話口に立った••…大阪 

から神戶えである。「まだありますか?」 

「あります」うれしかったこと。電話料金 

20錢。そのタ進藤靜A郞君來る。この喜

びをわかつ。誰の持っていたものだら

う? 好奇心わ非常である。15日に受と 

った。ちゃんと背皮で製本してあって 

R. H. D.の金文字あり。日本人でわなさ 

そうだ。ロ本在留の外國人であらう〇古 

いころのTutmonda Jarlibroでも調べ

てみようか存!珍らしい人がとびだして 

くるかもしれん。だがDで知っている 

のわDickだけだが……とまず手近の 

Enciklopedio de Esp., Budapest を開 

けるとR. Hugo Dickだ。さてわ彼だ 

な! 彼なら大阪にいる。先日も古書を 

だいぶ頂戴に及んだのだ。たしかめの手 

紙をだすことにする。(15 marto1938)
Dick君わ丨昨年十一・月末歸國致され 

候.…」との返事。(17/marto1938)

R.O. marto p.12,1.10 mia estu miaj 

» » ” t 11 miaj „ mia
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ブダペスト驛へ簷いたPostkongresanoj池川淸

ハンガリーの思ひ出

ことはり:

私はこの旅日記の順序をすこしば 

かり變更してみたくなった。といふ 

のは,現にハンガリ-の文化使節イ 

ストブン•メゼイ氏が來朝中である。 

私とメゼイ氏との交友は私がブダペ 

スト滯在中からであり，しかも氏は 

熱心なesp-istoである。この同志 

の來朝を機會にハンガリーの…箇月 

を追想すること江またと得難いであ 

らう。

8 月:5 日 Vieno の Esp-Kongreso も 

終った。私にはハンガリーかし招待狀よ 

•・緒に,ノ、ンガリー國內の無賃廻遊切符 

C全線二等）がとじけら2してゐる。こ九も, 

Esp-istoのおかげだ。切符の表には日本 

留學上と書かれてある。しかも，未知の 

Esp-isto Kovacs Gustav 氏のお世話で 

私に招時狀がまい込んだのである。

15 時 55 分 ヾieno の Ost-Bahnhoff に 

着く。そこには，もうIsbrŭke!氏・とそ 

の娘さんを初め?ost-Kongreso 行こ 

うといふ連中は勢揃ひしてゐる。私と 

Isbrŭcker 一家とは同じsegoに陣取 

る。その他にも無名のesp-istojが澤山 

同車にゐる。文字通り會話語はEsp.だ 

けだ。同國人とさへもEsp.ばかりで話 

し合ってゐる。Isbrŭcker氏などは娘さ 

んと隨分長い間旅をつじけてゐるが自國 

のオランダ語などは使ったことがないと 

いふ。ne-esp-istoのお客が『この東洋人 

と話してゐる言葉は支那語ですか?』と 

隣りの無名のドイツのesp-istoにたづね 

てゐる。そのドイツ人もすこしおどけた 

奴だったかり『いや，この人は日本人で， 

吾々の話してゐるのは日本語ですよ』と 

ドイツ語で答孑ヽてしまった。さあお客の 

驚きはテエしたもので,・體全體あなた 

方は日本話をどうして勉强したのですか 

と問ひはじめた。一同は,吾々は右本で 

生れたんだよと答へる。すると，だれか 

が,スエーデンの Esp-isto をつれこき 

て,ドイツ語でこの人はスエーデン人だ 

が,吾々は斯くの如くスエーデン語も話 

し合ふと云っこEsp.でベシャベシャや 

り出した。餘り長らく,人をおちょくっ 

てゐるのも惡いと思ったためか，誰かの 
いや吾々の話してゐるのは國際補助語の 

エスペラントといふのですよと白狀して 

ゝ〉同大笑した。
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そうかと思ふと,隣りのルーマニャの 

esp-isto は同席の ne-esp-isto に Esp.の 

宜傳をやって,大いに得々として，私の 
ところにやって來て,實驗用にちょろと 

會話をしてくれと引つばりに來る。この 

邊り，白人同志ではesp.の有用性がさ 

程にビッタリとせないとみえて吾輩をよ 

びに來て試驗臺にしよる。

そんなことをして5時間程經て，夜の 

20時05分にBudapeŝtoに着く。

驛にはボーイスカウトが澤山列をなし 

て出迎へに來てゐる。日洪協會からも 

Istv&n Mezey 氏の代理としてS-ro 

Kovacs Laszlo (M. Tisztv iselo, A・ 

Magyar Nippon Tarsaag Titkara)が 

Fを差しのべて,日本語で挨拶をしてく 

れる。豫々ハンガリーには相當澤山の日 

本語硏究者がゐると聞いてゐたが,いよ 

いよ,日本を見ざる日本愛好者に相會す。 

全くうれしかったよ。また,ユリオ•バ 

ギー氏，カロチャイ氏，シラギ氏，その 

他しiteratura Mondoに陋収る猛者連も 

堵列して日本からの珍客を迎へてくれ 

る。また,どこの新聞か知らぬが記者團 

もおしよせて來るが,當方ドイツ語では 

『東洋に於ける日本の特殊性』の說明まで 

は出來かねると逃げると，皆んなジダン 

ダふんでEsp.を學ばざりしを後悔して 

ゐた。私はBudapeŝto着と同時に法學 

博士にされてしまってゐた。といふのは 

犬學を卒菜すれば博士にきまってゐるか 

らである。

荷切は皆んな出迎へに來てくれた人々 

にたのんで,すぐに學生會館に行く。こ 

ゝはKovacs Gustavが特に私の爲めに 

世話してくれた宿だ。しかし,この宿こ 

そはハンガリーにおける日本規善思想の 

育ての親今岡十…郞氏が7箇年泊ってゐ 

たといふ猶で£る。その室は今空いてゐ 

ないといふので,その向ひの室を與へら 

れた。丁度今岡氏が泊ってゐたといふ室 

と私が泊った室の中間にチーク氏が泊っ 

てゐる。チーク氏といへば例のベルリン 

のオリンピックの水泳の百米で日本選手 

を破った男だ。ノ'ンガリ-では寫眞屋の 

看板には必ずチ-ク氏のが揭げてある程 

彼は人氣男だ。さ氐ありん水泳日本のオ 

ルスターをけとばしたのだ。小國ハンが 

リーにもカ、くの如き偉人ありと全ハンガ 

リー人を熱狂させた彼でああC

そんなことをやたらに皆んなかり云は 

れたが別に腹も立たなかった。むしろ私 

には彼等の悅ぶ氣持が理解さ肌，チーク 

氏の存在をうれしく思ひさへした。

私の室は霍車逍に向いた十疊敷位の战 

さに，ベットと洋服タンスと洗面器具…切

が置いてある。しかし何十年かすぎたと 

思はれる,ウスぎたない學生會館である。

Postkongresanojのダニューブ下り
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D ro HAZIME ASADA

FETEDUKADO

En Cinujo kaj Japanujo oni ofte diras ke la edukado de infano devas 

komencigi dum la periodo de feta vivo. Dum la feto kreskas en la utero, la 

patrino devas agadi ĉiam juste, morale kaj trankvile, nek koleri nek mal

gajigi, nek envii, nek maltrankviliĝi ktp. ktp. Tian pensmanieron mokridas 

plejparto de la modernaj sciencistoj. Sed mi opinias ke la fetedukado povas 

influi grave la postnaskan karakteron de la infano. Ĉar ni scias ke la 

nutraĵo tradifuzas de la sango de patrino tra la ĥorionvilaro en la sangon 

de feto en la placento dum graveda periodo- Sangkorpetoj de la patrino 

neniam trairas en la sangon de feto, sed sangsero trapasas kaj renverse la
■

elutilita substanco de la feto en la sangon de patrino. Tiel ĉiuj fluidaj 

elementoj povas tradifuzi de la patrina sango en la fetan・ Nun ankoraŭ ni 

scias ke nia sentado dependas de la hormonoj, sekreciaj oj de inkretaj 

glandoj・ Ekzemple ĉe kolero plimultiĝas adrenalino, sekreciaĵo de adrena 

Rlando en la sango. Ĉe streĉita sentado sekreciaĵo de tirojda glando 

plimultiĝas. Kontraŭe ĉe trankvila sento regas sekreciaĵo de seksa glando 

Se patrinoj kolerus, streĉus aŭ trankviliĝus, la regantaj hormonoj trapasus. 

fetedukado 胎敎 feto胎兒

feta vivo 胎生生活

utero 子宮

tradifuzas 滲透す 

ĥorionvilaro 脈絡膜絨毛群

placento 胎盤 

graveda妊娠の 

sangsero 血漿 

sentado 感情

hormono ホルモン 

sekreciaĵoj 分泌物 

inkretaj glandoj 内分泌跟 

adrenalino アドレナリン 

adrena glando 副腎腺
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en la sangon de fetoj. Tiaj rilatoj inter hormonoj kaj sentadoj estas ne 

ankoraŭ sufiĉe klaraj. Tamen ni z bservas ke malaltgradaj animaloj kiuj 

havas nek intelekton nek prudenton, povas sentadi, koleri, gajigi, malgajigi 

au timi.

La emo de tiaj sentadoj konstruas temperamenton. La emo sin formas 

per ripetado de samaj sentadoj・ Tial se patrinoj tre 〇仕e kolerus, timus, 

malgajigus ktp. la korespondaj hormonoj trapasus en la sangon de fetoj kaj 

instigus la korespodajn centrojn aŭ nervaparatojn por sentigi la fetojn en 

la sama maniero kiel la patrinoj mem. Se fetoj kaptus tiajn emojn jam 

dum intrautera vivo, la naskotaj infanoj estus denaske koleremaj, timkriemaj 

ktp. ktp. Kompreneble oni povus korekti la karakteron post la nasko per 

edukado・ Sed la denaske akir让a temperamento estas tre malfacile, ofte 

apenaŭ korektebla. Tia temperamento dependas ankaŭ de heredo kaj 

cirkonstanco, t・ e. postnaskaj influoj de ĉirkaŭaj perso noj. Cetere samaj 

gepatroj kaj samaj cirkonstancoj sendas ofte tute malsimilkarakterajn 

gefratojn kaj ne malo仕e oni alskribas la malsamecon al tiu de familia vivo 

dum ilia gravedis〇.

El tiaj bazoj mi kredas ke la fetedukado estas konsiderinda・

Junaj gesinjoroj! Familio estu trankvila dum graveda periodo de 

sinjorino! Edzo neniam kaj neniom maltrankviligu sian edzinon! Edzino 

neniel kaj nenial malgajiĝu nek koleru! Kaj tiam vi havos fidindajn 

perfektajn gefilojn!

tiroida glando 甲狀腺 temperamento 性質

seksa glando 生殖腺 heredo ifi(5

centro 中樞・、

nervaparato 神綽裝置

intrautera vivo子宮內生活

前號正誤:

p. 22註のうち7ebruo象 

牙」をrebruosimila醉った 

やうな」に訂正。
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Humihiko ONO

Kie ekzistas
la heredelementoj ?

La karakteroj de gepatroj transigas al idoj. Kaj tiu 
de idoj transigas al nepoj. Tiu ĉi fenomeno estas nomata 
heredec〇. Kio devenigas heredecon ? Lau genetiko 
(heredscienco) kiu disvolviĝis post MendeL oni scias ke 
ĉiu karaktero de la vivaĵo havas heredelementon nomata 
geno sin respondanta, kaj tiu geno transigas de ĉelo al 
ĉelo. Nuntempe la geno estas la ĉefrolulo en moderna 
genetiko. Kaj profundaj esploroj de genetikistoj estas 
koncentrigataj al la klarigo de rolo, ago, strukturo aŭ 
lokiĝo de la geno. Tiu ĉi noto celas liveri iun scion pri la 
lokiĝo de la geno. Sed mi bedaŭras ke en tiu ĉi noteto 
mi povas skribi nur la konturon de Ia problemo, ne 
tusante diversajn interesajn diskutojn pri la problem〇・

Ido estas farita de la unuiĝo de ovo, la reproduktoĉelo 
de patrino, kaj la spermatozoo, la reproduktoĉelo de patro. 
Tial genoj devas sin trovi en la ovo kaj en la spermato
zoo. La preskaŭ tuta parto de spermatozoo konsistas el 
nukleo. Tial genoj devas esti en la nukleo. La nukleo 
transformiĝas en kromosomon kiam ĉelo sin dividas. Tial 
oni povas diri ke la geno ekzistas en nukleo aŭ en kromo- 
somo.

Do kie en la kromosomo troviĝas la geno ? La sub
stanco kiu formas la kromosomon estas nomata kroma
tino. Kromatino dividigas en du substancoj n. eŭkromatino 
kaj heterokromatino. Eŭkromatino troviĝas en la parto 
kiu perdas la kolori^eblecon kaj disiĝas en retforman 
strukturon kiam la ĉelo ne estas dividiĝanta t・ e. en 
interfazo. Kaj heterokromatino estas en la alia parto, t. 
e. la parto kiu ne perdas la kolori^eblecon kaj restas en

形質

現像

遺傅;遗傅學

遺傳要素

遺伸子;細咆

遺俾學者

構造

輪廓

卵;生殖細胞

精子

染色體 

分裂する

物質

染色質

ュークロマチン

ヘアロクロマチン

染色性

網狀構造

中間相

核
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maso dum interfazo. Tiu parto heterokromatina! estas 
konsiderata ke ĝi ne povas havi genon reakcipovan. 
Tiu ĉi opinio estis parte pruvita en kelkaj vi vajoj. Mi 
montros unu ekzemplon. Tre malgranda muŝo nomata 
Drosophila (fruktomuŝo aŭ rosmuŝo) havas 8 kromosomojn. 
Virino havas du parojn da V-formaj kromosomoj, unu 
paron da malgrandaj sferformaj kaj unu paron da baston・ 
formaj・ Kaj en viro unu J-forma kromosomo anstatauas 
por unu bastonforma. Laŭ genetikaj esploroj.la meza 
parto de Ia V-forma kromosomo, unu ekstrema parto de la 
bastonforma kaj la tuta parto de la J-forma kromosomo 
estas konsiderataj havi neniun aŭ preskaŭ neniun genon・ 
Kaj citologiaj esploroj, tute konformante al unua opinio, 
pruvis ke tiuj partoj konsistas el heterokromatino. Tial, 
nun, genoj devas ekzisti en la eŭkromatina parto de 
kromosomo.

Sekve ni pritraktu kie en la eŭkromatina parto genoj 
sin trova s. En la komenco de nuklea dividigo de precipe 
favoraj materioj, oni povas vidi ke kromosomoj konsistas 
el multaj malgrandaj granuloj arangitaj en du vicoj. Tiu 
granulo estas nomata kromomero. Kromomeroj estas 
kunigitaj per fibroj. Do ĉu geno ekzistas en la kromo
mero au en la fibro ?

En la dividigo de reproduktoĉeloj, homologaj kromo
somoj pariĝas. Tiu pariĝo estas konsiderata okazi per 
la altira forto de homologaj genoj. Kaj kiam pariĝo 
okazas la plej proksime altiritaj partoj ne estas fibroj sed 
kromomeroj. Tia!父enoj estas konsideritaj ekzisti en 
kromomeroj ・

Ankaŭ genetikaj eltrovoj de Morgan kaj inuitaj aliaj 
studentoj sciigas ke genoj estas aranĝitaj laŭ vico en 
kromosomoj. Kaj ili ne nur estas aranĝ让aj laŭ vico sed 
en difinita ordo. En kelkaj vi vajoj, kromosomkartoj kiuj 
montras la okiĝon de multaj genoj estas faritaj. Kro
momeroj ankaŭ estas aranĝitaj en difinita ordo (ĉiu kro
momero diferenciĝas per sia grandeco.) Tial multaj 
opinias ke ĉiu kromomero respondas al unu aŭ kelkaj 
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genoj difinitajn Multaj interesaj diskutoj estis faritaj 
koncerne tiun ĉi problemon. Sed nun ni akceptu tiun ĉi 
opinion, ne diskutante plue・

Tamen ni ne devas forgesi alian gravan problemon, 
forlasita netuŝite. Kvankam la plejparto de spermato
zoo konsistas el nukleo, tamen ovo havas abunda n parton 
kiu ne estas nukleo, sed konsistas el c让oplasmo. Kaj 
tiu ĉi parto ankaŭ transigas al ido. Ĉu tiu ĉi parto ne 
havas heredelementojn ? Por certigi ĉi tiun problemon, 
ni devas ekzameni iun hibridon kaj sekve alian hibridon 
kies patrino estas la patro de antaua hibrido, kaj kies 
patro estas la patrino de antaua. Se ankaŭ en citoplasmo 
heredelementoj sin trovas, tiuj hibridoj devas diferenci 
reciproke- Kelkaj esploroj fariĝis neaj, sed kelkaj fariĝis 
jesaj. Tial iuj karakteroj estas konsiderata transiĝi per 
la heredelementoj en citoplasmo. Tiu ofte okazas kiam 
la karaktero koncernas la substancon en citoplasmo, 
ekzemple kiel karakteroj de kloroplastoj・ Kelkaj nomas 
heredelementojn en citoplasmo plasmono.

Sed karakteroj heredeblaj per heredelementoj en cito
plasmo estas tre malmultaj, kaj plejparto de karakteroj 
de vivaĵo estas konsiderata transiĝi per genoj troveblaj 
en kromomeroj apartenantaj al la eukromatina parto de

細胞®1

雜種

葉綠體

プラスモン

kromosomo.

Korekto de eraroj en la artikolo
‘‘ Animala Disvoloviĝo (aprilo) kun kelkaj rimarkoj 

pri fakaj terminoj・

La vortoj organizatorokaj u indukto estas esperanta traduko de germanaj 

vortoj tl Organisator91 kaj Induktion：9 Mi nur provizore uzis tian tradukon, Ĉar 

oficiala traduko ne anko Taii ekzistas en esperanta literaturo. (H. Oka)

Paĝo Linio Anstataŭ Legu

157 4-5 ĉelulo ĉelo

158 17 unu duonon da ovo unu duonon da embrio

158 23 produktas unu solan individuon normale produktas ktp.

159 17 • • fenatrena 〇 fenantrena
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小坂狷二氏東京を去る

再び名古屋へ•日本車輛技師長として

小坂猖二氏は,日本車輛株式會社に技師長 

として招聘されたので,鐵道省工場課長の職 

を辭され,3月29日「燕」で東京驛發，任地 

名古屋へ向はれた。同市には，昭和9年，名 

古屋鐵道局工作課長として赴任,約一年居住 

されてゐたことがあるが,今囘の御赴任は, 

前囘と事情を異にし,相當授年月の居住を豫 
魚させるものである。同氏は,今後は,御職 

字上，東京との往復が多いことは勿論，京城, 

奉天等へ出抿される機會も少くないとおもは 

れる。

勇敢なるヤーノシュ展に異彩を放つ

エスペラント譯ハンガリ文學書

4月號で紹介したメゼイ博士を經て早稻口I 

大學演劇博物館へ寄贈されたハンガリの名畫 

「勇敢なるヤーノシュ」（ヤシーク簞）を中心 

とした展覽會が，3月24日から4 JJ 3日ま 

で,冋博物館で開かれて,多數の參觀者をち 

つめたが，この薄覽命開催にあたっては,同 
畫鑑賞にあたって總封に必要ろペトウフィの 

物語詩【勇敢なるヤーノシュ」（Johano, la 

Brava）の解說を,同館の依囑に上り，三宅史 

平氏が,カロチャイのエスペラント譯により 

書き,また,展??會場には,學會,久保貞次 
郞氏等川品のエスペラント譯ハンガリヤ文學

平田氏講演會
四月號徐吿の大審院檢ず東京保護監察所長 

平HI勳氏の講演「非常時局とエスペラント」 

は,3 "16日午後7咤から學倉で開かれた。 

出席者75名,岩下順太郞氏の開會の辭,梅地 

愼三氏の紹介の辭护あり，平田氏は,約1時 

間半にわたって,摊いユーモアを加へて聽衆 

に親しい氣持を持たせながら，意義深く,示 
唆多い講演をされた。溝演の後，平田氏を中 

書,久保,三宅兩氏共課「勇敢なるヤーノシ 
ュ」稿本,小杉亟太郞氏がエスペラント文通に 

よってあつめた同じ詩に關する墜畫のエハガ 

キなど陳列された。

メゼイ博士歡迎會
ノ、ンガリ文化使節メゼイ博士歡迎クノ晚餐會 

および講演僉が,學會お丈びTEK主催で, 
3月22 H夜，神山YMCAで開かれ,晚餐僉 

には約30名,講演會には70餘名出席,それ 

に關する記事が,東京朝および讀蜜に出た〇 

（詳細は,内地報道欄に） 

心にして,座談に入り，腹萩のない質疑應答 

が亟ねられた。

梅地氏學會監事に就任

去る1リの學存役口命で，成蹊學園敎授梅 

地愼三氏に學會監慕を依矚することについて 
滿埸一致で希望が述べられ,同氏に交涉中で 

あったが,3月10日.就任の御承諾を得た。 

同氏は,成蹊學園エスベラント會長でちるが. 

昨年秋以來，一般エスベラント述動について, 

種々,用大な援助を與へられてゐる。
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厂現代生活とエスペラント」會議の成果

フランスで着々前進

バリ頂國博に際し,昨年5月，パリで開か 

れた［現代生活とエスペラント」會議の成果 

は各方面において,着々として現はれてゐる。

敎育この會識刀主要目標の一つであった

ロンドン一の百貨店 

エスペラント採用 
今年の萬國大會をまへにして,ロンドン第 

ーを誇るセルフリッヂ百貨店では,エスペラ 

ントを採用することとなり,店內にチェ•メト 

ードによる講習會を二講座開き，賣子,通譯 

係,交換手，係長等のうち32人を選んで，聽 

講させた。

「エスペラントを學校へ」は,つぎのやうな形 

で實現しつつある。

1.フランス文部省の新規則により,敎许 

の一新形式が實驗されることになった。それ

際親善風景ある

オランダとフィンランドとのあひだにほほ 

ゑ主しい親善風景が見られた——そして,そ 

れに,エスペラントが一役買った。

話はかうである:——今年の2 ）］ 22 H,南 

オランダの型ウルスラ敎妹學校の生徒,11歳 

と12張との姉妹あてにフィンランドの新聞社 

から小包が着いたことが,オランダの各新聞 

は「指導休憩」（loisirs diriges-direktitaj liber

tempoj） といふので,每適 囘午後を，これ 

にあて,散策,博物館見み,球戯，課外敎授 

等が行はれるのであるが,多くの中學校，師 

範學校等では,この時間にエスペラントを敎 

授することになった。また，小學校での敎授 

も許可することとなった。

2. エフェル塔からは,1936年の末加ら， 

每トI,學校放送をし,聽版機を備へてゐるみ 

校が多數あるが，2月1日には,この放送で 

エスペラント學脅7ノ勸めの講演があった〇 
ラチオバリ局からは,每週エスベラント 

劇が方攵送されることになった。 ゝ

軍隊 兵替內でエスペラント講習會開健が 

貯可された。 卜劑

稅關稅關總局授は,Dエスペランチス 

トの稅關吏が,執務中，特別の徴章を佩用す 

ることを許可し,2）各稅關揭川の各國郢揭 

示にまスペラントを加へる.ことにした。

紙に一齊に報導された。それらの記事による 

と，2丿）1H,王女饵誕生祝資祭に當ってオ 

ランダの于供たちは，2500の展船を飛ば七 

が,そのうちの一つで,上の姉妹の名を書い 

たものが，2200キロを飛び,フィンランドの 

新聞礼ノノ手にはいったのであった。そこでそ 

の新聞社では，美しい寫葩,工ハガキ，同新聞 

記爭の切拔などにエスペラント文の手紙を添 

へて，その姉妹へ送って來たといふのである。

一個人消息ニニニ

◊磯崎氏歸鄕 磯崎巖氏は,3J］31日束京 

驛發，鄕里岡山縣へ向はれた。當分鄕里にと 

ど主られる豫定のよし。

◊西村氏宣撫班入Z萬年筆の發明者西村 

祭喜氏は宣撫班に入り,中支で活躍されるこ 

とになったと,東京朝【1（4刃6日）が，社會 

面トップに寫耳および同氏談話入で報道。

'◊米田氏南氷,羊へ大阪の米旧徳次郎氏は, 

日新丸に便乘,南氷洋で鯨の卵集,睾丸ホル 

モン研究屮。

◊學超訪問者下の諸氏は3月中,上京に 

際し，缪會を訪問された。丹羽正久氏（名古 

屋），岛木貞一氏（奉天），杉田正臣氏（宮崎）,

宮本新治氏（神戶）。

------------ 本鄕だよリ---------一

この號には,特別記事として,メゼイ博士  

の「日本印象記」.平田氏の御潴演「非常時局 

とエスペラント」を入れました。

「日本印象!｝己」は,これに，「日支事變所感」 

を加へて,ノヾンフレットとすることになって 

をります。4月20「］までにはできる徐定です。 

海外通信者に送っていただきたいとおもひま 

す。1部實費10錢,送料3錢の見込みです。

通俗＞^ト學の小野氏は,若ハまじめな植物學 

者として知られる方です〇 （Mi jake$・）

40 (224)
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內地報道

（:メゼイ博士）

电・ 亠 ☆東京エスペラント俱樂部主催:
川 出 メゼイtc士簫演會—— H洪親善の 

なめにハンガリーより文化使節として派遗さ 

目下滯京中のメゼイ•イシュトワ''ン氏は, 

もう十八年もまへからの熱心な同志だ。今|也, 

氏が來朝するに當っては，ハンガリーの當代 

一流の?¢家ヤシック•アールモシュ氏の力作, 

同國々民詩人として甚だ著名なかのペテーフ 

ィ•シャニンドルの傑作『勇敢なるヤーノシコ』 

----Cこれはカロチャイ氏のエス譯でわれオノ  

れ0こ識られてゐる〕——に取材した一連の名 

畫-]・三點を早大演劇博物館に寄贈することで 

あった。ところがこのハンガリー愛國詩人ペ 

テーフ彳の名抒事詩"Johano, la Brava "に 

ついて識〇者は,何者よりもエスペランティ 

イストだけであった。といふ寻i實は,冋志メ 

ゼイ氏をいたく感激させた。そこでわれわれ 

は同氏の歡迎晚養會と續いて講演禽を催すこ 

とになった。1917年11月壽阈過激派革命成 

功し,レニン•トロッキー政府は獨埃側と單 

獨講和を結んだ。この頃,ロシアよりウラヂ 

オストックに向って唏還中の五萬のチェコ軍 

隊がシベリアの奧地で過激派軍及び捕虜獨埃 

軍と戰ひを開始した。我が日本軍はこれが救 

援に出動した〇當時:メゼイ氏はこの獨原軍中 

に航空大尉として從車してゐたのだ。“Kiel 

Japapa Armeo helpis Hungarajn Milit

kaptitojn en Siberio‘‘と題する氏のエス語 

による體驗談は，われわれに深き感銘を輿へ 

た。（酒井）

☆小坂氏送别會は3号29日の晚新宿聚举で 

美野m琢磨氏司會のもとに開かれた。送別會 

の口取が決定したのは，會の三日前で通知も 

充分にとヾかぬ向もあったが,來會者75人, 

相當の盛會であった。佐々城佑，石然修治兩 

氏の挨拶にっいで三石氏が學會理事を代表し 

小坂氏との間の永い交友關係を述べられ,小 

坂氏離京の後も殘ったもので充分に學會を孑 

って行けるであらうと力說し小坂氏を安心さ 

せた。次に德田六郞（學會評議吉田太市 

（學會例會）,伊藤武雄〔鐵道エス會）,萬澤まき 

子（婦人聯盡），松本健一CTEK）,高部益男（學 

生聯i盟）の諸氏が夫々を代表して惜別の辭を 

述べ,その後小坂氏は慣例を破ってH本語で 

挨拶されたが,小坂氏がエス運動の太陽とな 

られた事も決して偶然でなく,小坂家の御系 

統が帆に外國語の問題に關心を持って居られ 

た事を明治初年の御父君の挿話等を以って語 

られ大變興味深かった。それから學會新監事 

梅地愼三氏の御挨拶,最後に神山政一氏が餘 

興に能狂音を演じ一同を抱腹させ名殘惜しい  

ながら愉快に會を閉じた。〈松本）

送別會寫叵CA〔下揭〕,B〔全貝〕）入要者 
は學會內!EK宛巾达みあれ。（A, B各30 

錢，送料3錢）

小坂氏送別會

(225 41
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☆學逾例會一御病氣中の小堀氏御全快によ 

り再び明快な御講義を御繼續願へると思って 

ゐたところ突然H本車輛へ聘せられ鐵道省を 

御辭聡になり名古屋へ御轉居と決定したので 

御全快後最初の水曜例會（3月23日）には最 

後の御講義があった。小坂先生の後任として 

急遽佐々城佑先生にお願ひし御承諾を得,同 

日の例會に出て頂き,圖らずも同夜は小坂先 

生送別佐々城先生歡迎の感銘深い集りとなっ 

た。例會としては小坂先生の御指導を受ける 

ことまさに二十年餘其間こゝから右能なエス 

ペランチストを輩出したのである。心から先 

生に名殘を惜んだ。しかし新に佐々城先生を 

迎へ例會の輝ける僧統を守り益々盛大ならし 

めんことを出席者一同兩先生に瞬った。テク 

ストは目下Rabistojだがもう遠からず終る 

ので次はRevizoroと決定した〇例令はEsp. 
Movado全體の立場から虫耍な存击である。 

komencantoj によらず,progresintoj によら 

ずどなたでも同志諸君の熱心な御參加を^?待 

ちいたしてをリます。なほ時間は6時から8 

時までに變更された。（K. I.）

☆淺草エス會——三月例會ーー3月4 口,第1 

金曜日，19時~21時,出席は案外少なかった 

が,familia atmosferoを嬉しく思ふ。辭引片 

乎の世間話しであり,意味.の解りさへすれば 

よいといふ會話であっても差支へない。そこ 

によりよき Progreso kun rido がある。會 

員外Gesamideanojの出帝を,お待ちしてゐ 

ます。（鈴木）

"牟 rsi ☆盛岡チス會——雪に鎖された長 
统 ,HJい冬眦虽活から醒めて耕作の春を 

迎へるべき時がやって來た。土地は荒れ，蒔 

人も少く,手入れ不充分とはいへども經驗深 

き專門指導者に惠まれてMERは每水曜口例 

會開催,每囘數名出席,岩本氏指導の下に『良 

識と支那茅變』輪讀並に初等讀本硏究,近く 

用書をカルロとし,又新聞を介して述動開始 

の計畫中。

凶作岩手に『良識とエスペラント』の種を 

蒔くのに作男不足の感あり。

主杏☆青森エス倉 讀書會の刺戟で 

円杯〔第三月例會〕には,（北川）Nord- 

eŭropa Literaturo・「葛西）Mr. Tot aĉetas 

mil okulojn.（大山）Fundamento de Espe

ranto. （神）Printempo en Ia aŭtuno, Mig・ 

ranta Plumo.（齋蘆）Teatra Korbo, Sur 

Sanga Tero, Turstrato 4等各自讀後の感想 

をエス話で述べ，最近の議書熱の盛んさを示 

した。齋旌氏はsufikso: umを採る單語を 

Plena Vortaro, Plena Gramatiko,岡本:エ 

ス和其他より120語蒐集し分類解說を附した

带寫刷を配布す。〔Movado］四月满習會開催 

と決定。Novuloへの普及,Komencantoの 

gvidi, organiziを絕えず効果的に果すため市 

內各所へgrupoを置くこと相談の結果，age・ 

muloを各世話役にして,沖舘，長島,沛町/ 

浪打各rondoの結成實現を圖ることにした。 

々T一尸 ☆名古屋エス會-------毎週月曜F1,
务い淫口木氏宅に於て冇はれる輪讀會は 

Teksto のザ讀霑めうちしa Revizoroは終 

リMartaを讀んでゐる。これ悸初等講習を 

受けっゝあるJuna Esperantistoも，どうや 

らエス語に就いて本格的なものをつきとめ， 

常識も豐になり,文法上の知識も深くなって 

來た。中京エス界の中堅となって活躍せらる 

ゝBも近いことであらう。Martaが終講す 

れば,文藝讀本スラブ篇か,フランス篇を 

Tekstoとする徐定。

2月3日の會話會は出席者10名,當口は， 

Vojagoなるtemoを求めて語った〇珍談奇 

聞績出,塞明けの塞し、一夜に畤の過ぎるを忘 

れた〇

白山氏の點字手紙の朋讚.も當夜の興味ある 

ものの・つであった。午後10時敢停,次咼 

は4月7日（第一木曜日）temoは航空機に 

就いて。長い冬ごもりも去って在中京Espe

rantisto の間に於ける顯苦な現亲は,極めて 

活動的な氟運がきざして來たことである。

' （Y. Murakami）

* KH ☆大阪エス會一一每週火曜日例令 

人 敗 開催。會場は“Trapezo”. Teksto 

は前號RO に告知したAndersen "Fabelo" 

3-a v）.は しibroの都合で次のものに變更 

—G. P. Stamatov u Nuntempaj Rakon⑹'' 

（unu el la serio de Internacia Mondlitera

turo一kolekto de la plej famaj verkoj el ĉiuj 

naciaj literaturoj）--- 最近每囘の出席者は13
名內外。 ・ ・

☆〇- E. S.徐吿一一尙當分“Trapezoにて毎 

週火璀日匕記Tekstoにて輪讀研究（第3火 

曜日は會話練習其他:。來る4乃!7IJC第3日 

曜）——Sezona Pikniko （詳細は大阪エスペ 

ラント會——北甌東梅田町28フ•リミヤノ、ウ 

ス內電話北1030番へ照會のこと：ーー5月15 

IK第 3 日曜'Sezona Pikniko : Loko,神戶 

近郊テッカイ山ハイキングコース〜Kolek' 

tiĝejo kaj Tempo,梅田驛東口九時までに集 

合~Kosto,約100竝。Cヒワ） 

ナ沛☆大連エス倉——例會日を水曜に 

人 ノ丄 變更3月よりMurdo en la orienta 

ekspresoを輪讀中。2月下旬奉天より有馬芳 

治氏來訪。會場及び事務所，郭德街四丁目59 

產科婦人科シ犬力醫院。每遍水曜夜7時。

. 「石崎）
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SUR LA ĴURNALISMO

j 新］ ••:聞； ,

瀟洲B日新聞2.20「ハ相!欄に［英語本 

位敎育（宋禹憲）」支那の歐米依存と英語本位 

敎育の弊を說く。（石崎分一氏報）

名古屋新聞3・4【『俺はなぜ百姓になった 

か』のエスペラント譯者として（白木欽松）」。

河北新聞3.4-5「身振りの歐洲旅行・,或る 

エスペランティストの（屮减修司）上,下」咋 

年の萬國大會出席の中原氏の族彳『談。

讀賣新聞3.6 ［『竹下書翰』エス語版」竹 

下大將の日支事變に概する書翰をエスペラン 

ト報國同盟でエス譯の計劃。

中外新聞3.6 ［『竹下書修』をエス語に離 

譯全世界に呼掛く」。

都新聞3-6「世界語で“日本''を」同上。

中央新聞36 「竹下大將の書翰エス語に 

耿譯二仝世界にわが立場を表明=」。

東京朝B:宮城版）3・13【事變にもこの認 

議•“防共''が結ぶ親善•兩訓ぎ工語の日獨 

交珈］寫翼入りで,•'必崎捨三氏と,ドイツの 

小學校訓導との文通について四段。C仙辜衣 

部報）

東京朝日3.23 「メゼー博士の講演」學會 

主健メゼイ博士歡迎會と講演臼・とについてC

讀賣新聞3.23「“言葉の友''二百萬へ正 

しき事變の認識•メゼエ•イシュトワン博止 

がエス語の快著」同上,および,近刊エス文 

「日本印象・□支事變感想」について。

［雜］ :誌i

婦人の友4乃號「趣味の語界一丘淺次郞」 

に,丘博士が,自分で國際語Zi

Lengoを作ったこと,國際詰の大同團結の必 

要を感じてエスペランチストになったことな 

ど述べてある。〔別所弘三氏報）

科學ペン4乃號には,「阈語愛護の科學的方 

法」の特輯記爭があるが.そのう 

ち,エスペラントに觸れたものが多數ある〇

「國語•國字問題の本質一髙倉テル」 

には,エスペラントに言及して，『人類のあら 

ゆる言葉が發逹しつつある根本の方法を具體 

的に示したもの』と述べてある。

編輯部から各方而へ出した質問に,「種々の 

國語改善論についての御意見を! 〇 ーマ勺: 
論,カナモジ論。エスペラント論等）に對す 

る囘答43のうち,エスベラントに觸れたも 

のが14ある。（「科學ペン」發行所:東京市 

芝區田村町ーノ四テキストビル內科爭ペンク 

ラブ。四月號特價85錢，送料3錢'。

美術時代（昨年创刊の綜合美術雜誌うは，

Universala Art-Ligo の!!本支部 

となり,今年3刀號から，エスペラント文H 
次を入れ,主耍な揷倉には,エス文の就明を 

添へてゐる。（發行所:東京市芝區琴平町二 

丁□ 虎ノ門禽館内美術時代社。定價1恻）。 

二葉亭硏究 第2號C「二葉亭全集」附錄芥未 

開封の手紙ーニ葉亭と大阪朝 

日新»！ （K）」未開封の手紙の多くが露两亞需 

または,エスペラントであること。

二葉亭硏究第5號「二葉亭とエスペラント

——伊井迂老人」主として‘“Re

vuo Orienta ,T,「エスペラント」等の記事を 

容芳として，二葉亭とポストニコフの交友關 

係，そのエスペラント渚書などについて。 

國民思想4月號「國際語による伊太利の宜 

傅活動——石川道彥」イタリヤ政 

府の宣傳活動にエスペラント利用の實狀。 

滿洲旅行 12年8月「原始のカムチャッカを

貫く」,9 JJ「雪崩の峽谷を術く」, 

10月「ッンドラに結ぶ夢」，U）］【嚴寒と闕 

ひ黑貂を狩る」以」:，Bergman : Tra Sovaĝa 

Kamĉatkoから,大谷正•氏譯〇

1乃號「奉天30時間ーー北林透馬」中に, 

大谷氏に紹介され，「これなん滿鐵にその人ち 

リと知られたるエスペランチスト云々」。

2卩號「男，男たれ!ペトウフィ詩，大谷 

正一譯」エスペラント譯から轉譯。

3月號「歸鄕ーー齊雀海作•大谷正一譯」 

Cicio Mar " Forgesitaj Homoj "から 〇

|_____ 地・方・會・雜・誌

La Fervojisto N-ro 76 Februaro
國際語と世界詰。最近の感想（橫井領郞）。 

初尊講習を開催せよ（蛊橋菊藏）。最も根本 

的なるもの（北尾虎男;）。本部報道。各地報 

道。

La Informilo （婦人聯盟）N-ro 7 Marto 
二つの目標〔常任委員會）。S-inoガントレ 

ット茁問記〔矢次と上于〕。本部報道。各地 

報道。

Forta Voko N-ro 22 Marto = Aprilo 

定冠詞の用法に就て（野村理兵衞）。TI 

NKA Rondoと牛（范鬪猛;）。風を引いて 

鼻をかむ（角尾芳風）。聯盟各位に次ぐ。
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〔公吿〕

エスペラント運動後援會

報告（第二年）7

昨年Revuo Orienta11月號で,第6囘目 

の報告をした。其の後の報吿。

★大會て報告。

第25囘東京大會第一日,學會維持員總會 

で，久保背事,第一年度及び第二年度の會計 

及び事業報吿をし支持を期待する旨をらべ 

た。 \

★大會，學會總倉ての希望。
第一日の學會總會で,「エスペラント運動が 

現在の非常時局を反映するやうな方向に進む 

のには如何にしたらよいか」の問題が捉起さ 

れたが，徳田氏から「後援會の如き團體もこ 

の方面のことを考慮して，時局に沿ふやうに 

すべきではないか」の意見が出された。讓長 

く小坂氏）からも，考慮する旨が答へられた。

★第8回欝事會。3月14 B（月）700-1000 

學會にて。（出席）三石,松本，江上,茁澤,久 

保,他に,三宅，岩下，磯愉石堂氏。

〔協議〕

（1）D-ro Mezey講演會，來呦中のノ\ン 

ガリー訪日文化便節D-ro Istv^n Mezeyが 

同志であることを知って，帝國ホテルに岩下, 

三宅，久保が訪問したところ,非備に喜ばれ 

て,早速講演を承諾。會場ymca會場費を 

後援會が補助することに決定。

C2）第三年度を如何になすべきか。本會 

が時局に沿って,大いに海外へ，我が國の文 

化及び事變について認識させる出版物をする 

ことを,一同希望する。詳細の決定は,次囘 

にまって,大體の方針をこの方向にむけて, 

やる事に，第三年度を元氣よく迎へることに 

.申合せる。

C3）第三年度欝事。

（留任）美野田，井上，三フ石,伊藤（已），江 

上，萬澤,松本,酒井,久保。

（新任）注田一,佐々城佑,岩下順太郞,德 

田六郞，守隨一の諸氏。

（希事艮）岩下順太郞’

「事務責任者）酒井鼎

（會計）松本健一

★3月22日く火）上記の決定に從ひ,學會, 

TEK主催で報導欄で御覽のやうな,D-ro 

Mezeyの講演會が行はれた。題目「ハンガリ 

ーの捕虜が如何にシベリアに於いて日本の援 

助を受けたか」。當日の記事が大々的に朝日 

（一段或は三段:讓寳に三段に直り報導これ, 

エスペラントの宣傳に役立った。

★第9囘幹事會,3月24日（木）7.00-9.30 

（出席）淺田，佐々城,岩下,守隨,江上,茂 

澤，松本,酒井，久保,他に，三宅，石堂氏。

〔協議〕

1.第三年度の本會の事菜方針の大綱を協 

議した。その要項は次の通り。

a. 時局に沿って,積極的に,海外宜像
の實を擧げること。 •琨醪

b. 出來得る限り,地方團5Ŝと連絡をと 

る。

c. 小册子の發行にあたっては,

1. 直接事變關係のもの。

2. 日本文化の過去,現狀を知らせる
もの。 f ?ゝ!1M

そこで,さしあたって,ノヽンガリーの親日 

家，訪日文化使節D-ro Mezeyの原稿「私の 

見たH本支那事變について」をエス譯（原文 

は日本語）乂 rSiberioの生活」（彼が大戰末 

期に日本軍の援助を得て，シベリアを通って 

本國に制った，その頃のシペリアの生话）等 

をとりあげて,具體案を練ることになった。 

又先般,學會で行はれた，平田檢事の講演を 

パンフレットにして出版したい意向も平田氏 

の許可を待って,決定する豫定。

2・講演會〔時局に應じた）の開催

3.地方へ特使の派遣 .二

この2. 3.も能ふ限り實現したい。尙,今 

後R・〇.誌上へ，昨年同樣，本會の報吿をな 

す・ことが決定。 ーー久保一
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〔公告〕

後援會（第二年度）會計報吿

昭和12年4月1日f13年3月3!日

後援會が昭和11年4月設立されましてか 

ら,同志各位の非常な御賛成を得まして，力 

强く，スタート致しまして，第一年度の報吿 

の如く，盛般な仕事を致しました。第二年比 

之につじいて,活動を致しました。第一年度 

に引續き,御援助下さった會員各位に厚く御 

禮申上げます。第二年度は第一年度に比べま 

すと，諸種の事情により,活潑がやゝ減退し 

た感がありますが,第三年度は是非，より以 

上の御後援を期待して止みません。

收 入 圓

會費（93人） 653.28

前年度繰越. 369.21

利 息 3.85

合計 1026.34

支 出

（A）事 務

通信費 25.89

事務員給料 60.00

第二年度寄附募集の印風費 60.60

（B）事 業

1.展覽,講演， 會合補助費 48.95

2. ポスター代 140.00

3. 「エスを學べ」印刷費（2負部）

. 82.90

4. 「オリンビックと外國語問題」

懸賞金及び原穂料 30.00

5. 少年翩制曾圖書代 7.76

6. 盛吿（•學藝新聞） 1〇・〇〇

7. 世界敎育會議への比傅費 44.50

8. 代議士パンフレット印刷（500

部）. 18.55

9. 「支那事變」パンフレット奧刷 7.00

10.エス歌曲 ’143.39

（〇雜 切拔通信代 !3.60

諸雜費___________5.69

合 計 698 83

〔說明］
事務員給料60圓は,第一年度に引續いて學 

會8间,本會12圓の負擔で昨年8月迄5ヶ月婦 

人事務員に仕事をやって苴ったためである。

Cl）は7月大阪エス會の「エス50周年記念 

世界・兒童作品展覽釦の會場費補助として,20 

圓。東京エス俱樂部主催の「ザメンホフのタ」 

の會境費補助。D-ro Mezaj講演會揚（YMC 

A）會場費補助20圓。D-ro Mezei晚餐會 

お客（2人?）の晩餐會費等。

C4）の懸賞募集は應募4通あり,各々特徽 

はあるが,全體的に內容カ:把握されないので, 

これ等の4通を基本として，磯崎氏に依甌ま 

とめあげた。應募原稿各々に5创を贈り,磯 

崎氏に原稿料とし!〇圓呈した。

¢7）は「敎育上より見たる國際語問題」の 

パンフレット4,000部29,50固］及び，これが 

原稿集め,印刷配布に依囑した磯崎氏に車代 

として呈した15圓である。

（10）エス歌曲は,旣に會員諸氏の御存知の 

エス五十周年を記念して,行った“Al la 

Fratoj”の作曲募集趣意書の印刷,2.500通 

程の發送及びコロンビア・レコードの吹込基 

木料50圓,吹込を快諾して下さった，リ- 

ダー ・ターフェル・フェラインへ車代として10 

呵等である。

合計一覽表

收 入

種目 金 額

會 費 653 28

繰 越 369 21

銀行利子 3 85

計 1026 34

支 出

種目 金 額

事 務 146 49

咄 業 533 05

雜 19 29 •

次年度繰越 327 51

計 1026 34
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剰餘金の現在

銀行預金

安田貯蓄C本鄕支店）

振替貯金

12.15

288.15

現 金 27.21

計 327.51

Marto 31,>38 久保貞次郎

第二年度寄附者芳名

（昭和12年4月——13年3月）

50.00 〔東 京〕 久保貞次郎 松本 健一

〔大 阪;！ 米田德次郞 〔大 阪〕 城戶崎益敏

3000 〔東 京］ 小坂狷二 〔千 葉〕 木部信住

高木貞一 〔北海道〕 堀西道

〔茨 城〕 大石和三郞 原山三馬

20.00 〔束 京〕 龜崎佳子 〔兵 应〕 字都宮正

〔兵 ¢3 月本喜多治 〔福 岡〕 堀內恭二

19.00 〔三匝〕北勢エス聯盟 〔宮 崎:] 杉川正臣

15.00 〔名古屋〕 白木欽松 〔大牟田〕 鹽山寛市

1300 〔束 京〕 淺田 一 西原 武宜 荒木遜

〔墨 灣〕 甲斐三郎 〔長 崎〕 富松正雄

10.00 CM 京〕 丘淺次郎 3.00〔東
京:） 小林胖

岩下守四郎 前田 讓 濱田 直助 矢次とよ子

クラ ヽ命 石川宅十郎 森山 稔 前田 勤

鐵道エス會 伊藤 武雄 舗澤まき

〔名古屋〕 由比忠之進 〔大 阪〕 兒島壯一

〔山 ロ〕 野原休一 〔兵 HO 本田正道

〔福
岡2! 秋武六一郎 〔福 井:] 比韶間恭平

〔朝 鮮〕 北原二郞 〔岐 -¢-3 渥美樟雄

〔樺 太:) 松田政吉 〔富 IUĴ 山村義信

〔大 連〕 川上虎男 〔新潟〕新潟醫大エス會

3! 太郎,
〔福 岡〕 橫井領郞

〔滿 洲〕 大木克己 鮎川常基

ア リマヨシノ、ル 〔大牟田〕 上野歌子

8.00 〔東 京〕 三ツ石五六 〔宮 崎〕
杉田惠美r

691 〔ジャワ〕 H. Koŝnaka 〔佐 賀〕 溝口 勇

5.00 〔東 京〕 越田亟五郞 〔北海道〕 岡垣千一郎

丸山 丈作 吉田太市 〔朝 鮮〕
石宙明

西川 久朗 靑木武造 〔大 連〕 長里徳保

束

大

東

東 

c

e

c

e

6
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〇 
M
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0

2
 
2
 
2
 
2

〔千 葉〕

〔靜 岡〕

〔栃. 木〕

〔京 都〕

〔名古屋〕

〔滋 賀〕

〔宮 崎〕

〔福 岡〕

（:北海道〕

〔朝 鮮〕

1 50〔東
京〕

1.03〔東
京〕

武藏 倉治

〔大 分〕

7!〔富
山;)

•50〔東
京〕

小西紀生 

桑原利秀 

田中保三郎 

山縣光枝 

山田貞元

富盛源太郡 

鹽川茂久 

鈴木正夫 

高橋邦太郎 

榊原麟 

慶

わ
常
器

治助

佐三

徳次

學會宮崎支部

小久保覺三

大烏 廣

木津 義雄

田邊 正秋

山畑 喜作

三宅 史平

三石 淸

三浦 隆

山村 義信

計 653.28 94 人

奴京市岸三縊町ニノ日

每月一囘 

一日發行 エスペ ラ

編 
號
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刷人 竹 田佐 藏

・ぶ市”出區三締町二/级

印
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第六年 

第五號
昭EJ十三年四月十日

昭和十三年五月一日

和覘錨本

定價一部20錢•送料1錢
6月分1圓20錢・送料共

1年分2 15149錢・送料共

薯歌日本エスペラント學會幣鹦
所 東京丽本鄕區元町1丁目13番地4 電話小石川5415
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安心して

推薦できる獨習書

外國詁の素養ある者のための國寶的名著

小坂狷二著

エスペラント捷徑
四六判・150頁• 50錢•送料6錢

著者は,云ふまでもなく，わが國エスペラント界の最高權威。この捷徑は,その人の 

名著で，幾十種のエスペラント獨習書屮に比類な3至寶である。一册を,询後兩篇 
に分け，前篇には,翌密な女例を交へて,系統的に文注全般を敎へ.後篇には,多く 
の讀みものを與へ,これに譯文と親切な・辻釋を加へてある。本書…册を徹底的に讀 

破すれば,類書十册について學ぶよりも遙かに確貰な實力を獲得することができる。

☆

小學校卒業だけの人のための最好伴侶
日本エスベラント學會編輯部編

エスペラント講座
菊判・104頁• 50錢•送料6錢

一卷を三篇にわけ,上篇は,外國語の知識の全酬ないものにもよくわかるよう,全く 
のABCからはじめて,初等文法一般を說き，中篇は,高等文法,後篇は,親切な譯 
註附きの讀物を多數入れてある。これについて學べば，小學校卒業だけのものでも, 
最短期間に最大の實力を得ることができること請合ひである。

☆

宣傳用書を兼ねた豆戰鬪艦

城戶崎益敏著

エスペラント案內
四六判・48頁・30錢•送料3錢

一頁に一項目づつ盛り,知識十五項，文法十五項,讀物七課c全文6ポイントおよび 
7ポイント活字でぎっちりつめこんであるから，內容は普通の木の百數十頁分あっ 
て，これー册で,エスペラントとは何かといふことから，文法一般まで知りつくすこ 
とができる。寫眞版凸版四十餘個入り,印刷鮮明,これを于にとれぱ,誰でもエスペ 

ラントをやってみたくなること請台ひゅゑ,宜傳用として効果百プロツェント !

束京市本鄕元町 財團法人□本エスペラント學會 振替束京11325番



新着:

la Revuo orienta 
Monate eldonata de 

Japana Esperanto-Instituto 
Japanujo, TOKIO, Hongo-Motomaĉi 

Abonkotizo: 4 jen.

Ora Libro CV. Bleier, E. Cense 共著）

菊判222頁•旺紙隧上•價2 60錢送料!o a

エスペラント五十周年記念出版物。エスペラントの過去，現在, 

未來を記す,積極的エスペラント運動の參加者,エスペラント 

運動史硏究家必讀の歷史的文献。

Arĝenta Duopo
菊判200頁美麗二度刷•價3 3〇錢,送料!o a

バギ,カロチャイの二十五年祝賀にあたって全世界のエスペラ 

ント文壇人から集めた批評集。あらゆる側から,このエスペラ 

ント文壇の双峯を批評したこの書は，エスペラント文學に關心 

を持つ者すべての必讀のもの。

JERMEV Baby値上げ 新定價!35圓

エスペラント記號付。目方僅かに一貫目，言葉通りportebla
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